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地区 整理番号 石仏の分類 所在地 造立年月日 施主・造立者 現状

菅谷 菅̶仏1 交通安全地蔵菩薩 東昌寺入口 完形

菅谷 菅̶仏2 大乗妙典読誦塔 東昌寺入口 于時寳暦十龍次庚辰四月旦 武州比企郡菅谷村住　願主　松浦亮益 完形

菅谷 菅̶仏3 法華経読誦塔 東昌寺 寛保三癸亥歳四月吉旦 武州比企郡菅谷村　隠居幽山禅庸和尚 一部欠損

菅谷 菅̶仏4 竜頭観世音菩薩 東昌寺 平成五年八月吉日 一部欠損

菅谷 菅̶仏5 聖観世音菩薩 東昌寺 昭和五十三年一月元旦 納主　島本圭三 完形

菅谷 菅̶仏6 子育地蔵菩薩 東昌寺 昭和廿六年十一月建之 施主　中島高治 完形

菅谷 菅̶仏7 地蔵菩薩 東昌寺 昭和七年十二月 東昌寺廿四世代 完形

菅谷 菅̶仏8 地蔵菩薩 東昌寺 昭和四十一年春 施主　中島卯吉 完形

菅谷 菅̶仏9 地蔵菩薩 東昌寺 昭和五十三年秋彼岸供養 施主　中島光太郎　正光 完形

菅谷 菅̶仏10 六地蔵菩薩 東昌寺 昭和五十三年 完形

菅谷 菅̶仏11 六地蔵菩薩 東昌寺 完形

菅谷 菅̶仏12 十三仏 東昌寺 施主　田村孝一　侶子 完形

菅谷 菅̶仏13 羅漢 東昌寺 完形

菅谷 菅̶仏14 万霊塔 東昌寺 昭和五十二年春彼岸 施主　中島喜市郎 完形

菅谷 菅̶仏15 羅漢 東昌寺 完形

菅谷 菅̶仏16 羅漢 東昌寺 完形

菅谷 菅̶仏17 布袋 東昌寺 完形

菅谷 菅̶仏18 万霊塔 東昌寺墓地 完形

菅谷 菅̶仏19 万霊塔 東昌寺墓地 昭和四十六年一月六日建立 施主　丑造之子佐々木ユキ 完形

菅谷 菅̶仏20 釈迦如来 東昌寺墓地 昭和四十八年頃 中島運竝 完形

菅谷 菅̶仏21 不動明王 東昌寺墓地 完形

菅谷 菅̶仏22 万霊塔 東昌寺墓地 昭和三十年春彼岸建之 施主　中村元介 完形

菅谷 菅̶仏23 馬頭観世音菩薩 字西側、根岸家 明治四十二年四月立之 願主　根岸文太郎 完形

菅谷 菅̶仏24 馬頭観世音菩薩 字西側、根岸家 昭和四十年八月吉日建 施主　根岸宇平 完形

菅谷 菅̶仏25 馬頭観世音菩薩 字西側、　関根家 大正八年十二月 関根せい 一部欠損

菅谷 菅̶仏26 如意輪観世音菩薩 字東側、　多田家墓地 安永七戊戌歳十月吉祥日 武州比企郡菅谷村講中　五十八人　講
［　］

一部欠損

菅谷 菅̶仏27 巡拝塔 字東側、　多田家墓地 文化二乙丑天四月吉祥日 施主　當村　根岸孫八　関根七右衛門
同行四人

一部欠損

菅谷 菅̶仏28 四十九院塔 字東側、　多田家墓地 一部欠損

菅谷 菅̶仏29 馬頭観世音菩薩 字東側、松浦家 明［　］ ［　]助 一部欠損剥
離

菅谷 菅̶仏30 如意輪観世音菩薩 字東側、根岸家 文政十三年庚寅九月日 願主　根岸庄三郎 一部欠損台
石コンクリー
ト

菅谷 菅̶仏31 馬頭観世音菩薩 菅谷小学校隣墓地 大正十一年一月十八日 施主　中島喜市郎 完形

菅谷 菅̶仏32 放光王地蔵菩薩 菅谷館跡 昭和十年九月二十三日 根岸福次・岡村定吉 一部欠損

川島 川̶仏1 九頭竜大権現 字岩花、　市野川畔 平成十三年六月吉日 岩花立塔有志者　　　　　　　（権田良一） 完形

川島 川̶仏2 六十六部納経塔 字花見堂、薬師堂 文化十三子稔二月八日造立 丹波國桑田郡大野　願主　祠□　智貞 一部欠損

川島 川̶仏3 如意輪観世音菩薩 字花見堂、薬師堂 明和九壬辰天十一月十六日 武州比企郡川嶋邑　施主村中上下 完形

川島 川̶仏4 子育地蔵菩薩 字花見堂、薬師堂 河嶋村中 一部欠損

川島 川̶仏5 地蔵菩薩 字花見堂、薬師堂墓地 二月二日　三月十四日　十一月
□九日

一部欠損

川島 川̶仏6 馬頭観世音菩薩 字花見堂、薬師堂道脇 大正十四年九月廿六日 建主　權田文五郎 完形

川島 川̶仏7 毘沙門天 鬼鎮神社 文化四年歳在丁卯三月吉日建 施主　□浄　長右衛門 一部欠損

川島 川̶仏8 大黒天 字天沼、遠藤家東側 元治元甲子歳十一月吉祥日 當所講中 一部欠損

川島 川̶仏9 弁財天 字天沼、天沼畔 文政十二己丑九月日 川嶌上下講中 完形

川島 川̶仏10 弁財天 字天沼、天沼 安政二卯年九月吉日 願主　權田喜藤次 一部欠損

川島 川̶仏11 万霊塔 （株）サトーラシ 昭和四十年五月吉祥日 大東食研株式会社建之 完形

川島 川̶仏12 弁財天 字長山、池 寛延二己 武州比企［郡］下［川島］願主同行七人 完形

川島 川̶仏13 庚申塔 字長山、　島崎家 享保十七子壬年十一月吉祥日 下川嶋同行二十人 一部欠損

川島 川̶仏14 馬頭観世音菩薩 字長山、　島﨑家 安永二癸巳天十月十九日 武州比企郡川嶋村善男女人　施主上下
邑中

一部欠損

川島 川̶仏15 馬頭観世音菩薩 字長山、島﨑家 川嶋邑 上部欠損

志賀 志̶仏1 庚申塔 字小原、小川町境 元文五庚申年十月吉祥日 施主　武州志賀村上宿講中 完形

志賀 志̶仏2 大黒天 字小原、小川町境 維時元治元甲子年霜月吉祥日 完形

志賀 志̶仏3 馬頭観世音菩薩 字小原、小川町境 享和元年歳在辛酉冬十一月吉
祥日

武州比企郡志賀村上講中 完形

志賀 志̶仏4 如意輪観世音菩薩 宝城寺 明和六己丑三月吉日 武州比企郡志賀村上宿女人講中 一部欠損

志賀 志̶仏5 地蔵菩薩 宝城寺 享保十八正月二十四日 施主　栗原□兵衛 一部欠損

志賀 志̶仏6 六地蔵菩薩 宝城寺 昭和四十四年盆 施主　深沢克司、珠二、祥三、矢代泰子
当寺二十五世玉堂代

完形

志賀 志̶仏7 地蔵菩薩 宝城寺 儘田氏 一部欠損

志賀 志̶仏8 大乗妙典読誦塔 宝城寺 當寺九世大鉤未了叟 一部欠損

志賀 志̶仏9 二十三夜塔 宝城寺 安永九庚子年四月吉祥日 上宿講中 一部欠損

志賀 志̶仏10 八大竜王 宝城寺 文政戊寅載林鐘月上旬 一部欠損

志賀 志̶仏11 摩利支天 宝城寺 明治十七年第二月七日　　昭和
四十二年四月二十日基礎新調

願主　内田吾郎作　内田右一他 完形

志賀 志̶仏12 馬頭観世音菩薩 宝城寺墓地 昭和十三年九月廿四日 施主　内田百太郎 完形

志賀 志̶仏13 馬頭観世音菩薩 宝城寺墓地 宝暦十二壬午天十二月六日 施主　志賀村根岸氏 一部欠損
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志賀 志̶仏14 馬頭観世音菩薩 宝城寺墓地 明和六己丑天十一月吉日 完形

志賀 志̶仏15 馬頭観世音菩薩 宝城寺墓地 安永八亥天八月吉祥日 願主　志賀村　水野源三郎 一部欠損

志賀 志̶仏16 地蔵菩薩 字深沢、内田家墓地 享保二丁酉天 施主　内田忠兵衛 一部欠損

志賀 志̶仏17 巡拝塔 字深沢、高崎家墓地 安政三辰年十一月吉日 願主　高崎源七為積 一部欠損

志賀 志̶仏18 馬頭観世音菩薩 字深沢、高崎家墓地 明治十四年五月廿日立 高嵜喜太郎他 一部欠損

志賀 志̶仏19 馬頭観世音菩薩 字深沢、高崎家墓地 文政十亥年十一月吉日 當村　高崎栄吉 一部欠損

志賀 志̶仏20 三面馬頭観世音菩薩 字久保前、観音堂 安永七戊戌年十月吉日 武州比企郡志賀村下講中 一部欠損

志賀 志̶仏21 庚申塔 字久保前、観音堂 貞享五戊辰年二月十七日 武州志ケ村信心施主 一部欠損

志賀 志̶仏22 庚申塔 字久保前、観音堂 享保二十乙卯十一月吉日 武州比企郡志賀村同行二十七人 一部欠損

志賀 志̶仏23 庚申塔 字久保前、観音堂 安政七申歳三月吉日 志賀驛上下講中 一部欠損

志賀 志̶仏24 如意輪観世音菩薩 字久保前、観音堂墓地 施主　大野太兵衛 一部欠損

志賀 志̶仏25 地蔵菩薩 字久保前、観音堂 一部欠損

志賀 志̶仏26 地蔵菩薩 字久保前、観音堂 一部欠損

志賀 志̶仏27 交通安全地蔵菩薩 字久保前、観音堂 平成三年秋彼岸建之 寄進者　恒木重　恒木得子 完形

志賀 志̶仏28 飽海地蔵菩薩 字久保前、観音堂 元治甲子初秋吉 當所　大野氏 一部欠損

志賀 志̶仏29 六地蔵菩薩 字久保前、観音堂 昭和60年代以後 完形

志賀 志̶仏30 六地蔵菩薩 字久保前、観音堂 寛政八丙辰年十一月吉日 一部欠損

志賀 志̶仏31 地蔵菩薩 字久保前、観音堂 元禄六酉ノ年八月廿六日 武州四ケ村施主三十六人 一部欠損

志賀 志̶仏32 名号塔 字久保前、観音堂 慶應二丙寅三月吉日 名号施主　高崎里登當所講中 一部欠損

志賀 志̶仏33 聖徳皇太子 字久保前、観音堂 維時享和改元年酉初冬吉日 武州比企郡志賀村願主同処大野庄兵衛
他

一部欠損

志賀 志̶仏34 聖徳皇太子 字久保前、観音堂 紀元二千五百三十三年第十一
月恭建

講中當所　大野源五郎他 一部欠損

志賀 志̶仏35 大黒天 字久保前、観音堂 維時元治元歳甲子九月吉日 部分

志賀 志̶仏36 宝塔 字久保前、観音堂 寛保元年辛酉三月 願主　法印栄喜 一部欠損

志賀 志̶仏37 馬頭観世音菩薩 字久保前、観音堂 大野氏 一部欠損

志賀 志̶仏38 地蔵菩薩 字久保前、観音堂墓地
内

大正元年八月立之 菅谷村字志賀　武井茂三郎 完形

志賀 志̶仏39 地蔵菩薩 字久保前、観音堂滝沢
家墓地

昭和十二年三月建 施主　瀧澤宗八、ぎん 完形

志賀 志̶仏40 巡拝塔 字久保前、観音堂滝沢
家墓地

明治四十四年一月吉日建之 施主　瀧澤宗八 完形

志賀 志̶仏41 馬頭観世音菩薩 字久保前、観音堂瀧澤
家墓地

明治廿三年三月 願主　瀧澤房五郎 完形

志賀 志̶仏42 馬頭観世音菩薩 字南町裏、馬場家 昭和十一年四月 施主　馬場源作 一部欠損

志賀 志̶仏43 馬頭観世音菩薩 字南町裏、滝沢家入口 昭和三十一年二月 滝沢宗作 完形

志賀 志̶仏44 馬頭観世音菩薩 字南町裏 昭和廿六年七月廿日 建主　根岸善吉 完形

志賀 志̶仏45 馬頭観世音菩薩 字仲町、相生橋手前 明治三十一年五月吉日 清水氏 一部欠損

志賀 志̶仏46 馬頭観世音菩薩 字仲町、相生橋手前 天保十亥九月十日 一部欠損

志賀 志̶仏47 馬頭観世音菩薩 字仲町、相生橋手前 天保五午年四月吉日 セ主　深沢金藏、清水吉兵衛 一部欠損

志賀 志̶仏48 馬頭観世音菩薩 字向イ 大正十五年四月十六日死 施主　瀧澤宗八 完形

志賀 志̶仏49 巡拝塔 字松原 明治十一年二月吉日 願主　大野長五郎 完形

志賀 志̶仏50 庚申塔 字清岩、八宮神社近く 元文五庚申十一月吉祥日 武州志賀村下宿講中 一部欠損

志賀 志̶仏51 大日如来 字祖父ヶ入、嵐山ドライ
ブイン裏

明治三十八年二月二日 内田弥市　金子安五郎 完形

志賀 志̶仏52 馬頭観世音菩薩 字亀水、下沼畔 文化七庚午年十一月吉日 武州比企郡志賀村願主　上下講中根岸
源治郎

完形

志賀 志̶仏53 弁財天 字亀水　、上沼畔 明治四歳星未三月 施主　栗原内藏人 一部欠損

平沢 平̶仏1 馬頭観世音菩薩 字後谷、国道254号線脇 文化六太歳己巳年霜月吉日 武州比企郡平澤村講中 完形

平沢 平̶仏2 馬頭観世音菩薩 字後谷、国道254号線脇 明治八亥年二月吉日 願主　村田豊吉　世話人講中 一部欠損

平沢 平̶仏3 馬頭観世音菩薩 字後谷、国道254号線脇 明治廿七年一月吉日 内田源七 完形

平沢 平̶仏4 馬頭観世音菩薩 字後谷、国道254号線脇 嘉永元申年十月吉祥日 施主　山［ 一部欠損

平沢 平̶仏5 馬頭観世音菩薩 字後谷、国道254号線脇 宝暦拾一辛巳天二月吉日 六右衛門 完形

平沢 平̶仏6 馬頭観世音菩薩 字後谷、国道254号線脇 文化九申年三月吉日 平沢村　大野市右衛門 一部欠損

平沢 平̶仏7 庚申塔 字下山、国道254号線脇 延宝八庚申天十一月五日 武州平沢村信心之施主 一部欠損

平沢 平̶仏8 庚申塔 字下山、国道254号線脇 部分

平沢 平̶仏9 馬頭観世音菩薩 字入、関口家 昭和二十六年 施主　関口長次郎 完形

平沢 平̶仏10 如意輪観世音菩薩 字入、不動堂入口 一部欠損

平沢 平̶仏11 地蔵菩薩 字入、平沢寺入口 享保四己亥今月今日 武州比企郡平沢村中 一部欠損

平沢 平̶仏12 地蔵菩薩 字入、平沢寺入口 寛政五癸丑歳十一月吉祥日 武州比企郡平沢邑念佛惣講中 一部欠損

平沢 平̶仏13 石塔（藥師之御池） 字表、平沢寺前（沼跡） 大正九年十二月吉日 奥平菊次郎 一部欠損

平沢 平̶仏14 石塔（弁天之御池） 字表、平沢寺前（沼跡） 大正九年十二月吉日 奥平菊次郎 一部欠損

平沢 平̶仏15 牛頭観世音菩薩 字表、平沢寺前（沼跡） 昭和廿五年一月吉日 建主　奥平高次郎 一部欠損

平沢 平̶仏16 弁財天 字赤井、井戸脇 弘化二巳季十二月吉辰 願主　杉田平左衛門 一部欠損
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平沢 平̶仏17 牛頭観世音菩薩 字小林、内田家前 昭和二十三年九月之建 建主　内田保次 完形

平沢 平̶仏18 題目塔 字峰、村田家墓地 安永六酉歳七月朔日 施主　村田佐右衛門 一部欠損

平沢 平̶仏19 題目塔 字峰、村田家墓地 村田氏 一部欠損

遠山 遠̶仏1 庚申塔 字大平、千手堂境の峠 享保四己亥天六月吉日 遠山村　杉田與兵衛他 一部欠損

遠山 遠̶仏2 飽海地蔵菩薩 字横吹 杉田氏 一部欠損

遠山 遠̶仏3 普門品読誦塔 字坂下、槻川河畔墓地 維時壬戌文久二年孟夏吉日 杉田氏 一部欠損

遠山 遠̶仏4 六十六部納経塔 字木ノ下、高橋家墓地 延享二乙丑年十月吉祥日 願主　秋鉄 一部欠損

遠山 遠̶仏5 延命地蔵菩薩 字木ノ下、槻川河畔 昭和十年二月廿三日 高橋喜一 一部欠損

遠山 遠̶仏6 延命地蔵菩薩 字井ノ上、槻川河畔 昭和十五年二月七日 施主　野原直 一部欠損

遠山 遠̶仏7 如意輪観世音菩薩 字井ノ上、槻川河畔 昭和六十一年十月吉日再建 高橋秀夫 完形

遠山 遠̶仏8 馬頭観世音菩薩 字井ノ上、槻川河畔 昭和廿四年二月十九日 建主　高橋典兵衛 完形

遠山 遠̶仏9 馬頭観世音菩薩 字井ノ上、槻川河畔 昭和廿年二月吉日 建主　高橋典兵衛 一部欠損

遠山 遠̶仏10 馬頭観世音菩薩 字井ノ上、畑中 天保二辛卯年正月吉日 野原大助 一部欠損

遠山 遠̶仏11 馬頭観世音菩薩 字木ノ下、槻川河畔 明治十四年一月吉日 願主　高橋喜造 完形

遠山 遠̶仏12 庚申塔 字宮前 一部欠損

遠山 遠̶仏13 庚申塔 字宮前 正徳三巳天三月吉祥日 講中　拾貳人 一部欠損

遠山 遠̶仏14 名号塔 字宮前 完形

遠山 遠̶仏15 鳥獣犬供養塔 字宮前 昭和六十二年二月吉日 山下貞夫 完形

遠山 遠̶仏16 地蔵菩薩 遠山寺入口 武州比企郡遠山村願主妙楽寺先住道行
當寺現住玄峯當村貳十六人

一部欠損

遠山 遠̶仏17 地蔵菩薩 遠山寺入口 一部欠損

遠山 遠̶仏18 如意輪観世音菩薩 遠山寺入口 天明五歳巳九月吉日 武州比企郡下里村下谷　願主　一圓　女
人講中五拾六人

一部欠損

遠山 遠̶仏19 庚申塔 遠山寺入口 寛政十二庚申年十二月吉日 願主講中 一部欠損

遠山 遠̶仏20 如意輪観世音菩薩 遠山寺入口 天明六丙午年四月吉祥日 善男女講中四十五人内玉川郷壱人千手
堂村壱人

一部欠損

遠山 遠̶仏21 六道能化地蔵菩薩 遠山寺入口 昭和十九年 施主　弟　本多弘 一部欠損

遠山 遠̶仏22 子安延命地蔵菩薩 遠山寺入口 明治三十五年十二月造立之 願主　山下定良 一部欠損

遠山 遠̶仏23 庚申塔 遠山寺入口 于時明治七年一月吉祥日 願主　祥雲尼 完形

遠山 遠̶仏24 六道能化地蔵菩薩 遠山寺入口 明治二十四辛卯九月二十三日 施主　遠山久留田リウ女　鎌形大野加子
女

完形

遠山 遠̶仏25 馬頭観世音菩薩 遠山寺入口 昭和十一年二月十九日建之 久留田覚太郎 完形

遠山 遠̶仏26 如意輪観世音菩薩 遠山寺入口 天保六未年三月吉祥日 施主　高橋清蔵 一部欠損

遠山 遠̶仏27 地蔵菩薩 遠山寺入口 平成十三年四月吉日

遠山 遠̶仏28 結界石 遠山寺入口 一部欠損

遠山 遠̶仏29 道子地蔵菩薩 遠山寺入口 昭和十六年九月 兄　高橋徹 完形

遠山 遠̶仏30 不動明王 遠山寺 完形

遠山 遠̶仏31 大黒天 八幡神社入口 于時元治元甲子歳十一月吉祥
日

子待講中 完形

遠山 遠̶仏32 聖徳皇太子 八幡神社入口 元治二年乙丑正月吉日 講中　山下五兵衛他 一部欠損

千手堂 千̶仏1 交通安全地蔵菩薩 字川枝、国道交差点脇 平成三年十一月吉日建之 施主　内田健治 完形

千手堂 千̶仏2 馬頭観世音菩薩 字川枝、国道交差点脇 昭和十七年十月吉日 願主　内田長吉 完形

千手堂 千̶仏3 庚申塔 字原、県道脇 享和三癸亥十月吉日 武州比企郡千手堂村 一部欠損

千手堂 千̶仏4 庚申塔 字原、県道脇 文政十三庚寅年二月吉祥日 武州比企郡千手堂村講中二十三人 一部欠損

千手堂 千̶仏5 庚申塔 字原、県道脇 大正七戊午年壹月吉日 高橋喜十郎 一部欠損

千手堂 千̶仏6 題目塔 字原、県道脇 享保十二丁未二月十三日 光照寺六世日久・願主十九人 一部欠損

千手堂 千̶仏7 名号塔 字原、県道脇 部分

千手堂 千̶仏8 馬頭観世音菩薩 字原、内田家前県道脇 明治三十八年十二月吉日 内田茂作 完形

千手堂 千̶仏9 題目塔 光照寺入口 昭和十五年二月十一日 法蓮山光照寺十九世齊藤日現代 一部欠損

千手堂 千̶仏10 題目塔 光照寺 関根平左衛門他 一部欠損

千手堂 千̶仏11 題目塔 光照寺 寶暦十二壬午歳三月吉日 比企郡千手堂村題目講中十七人 一部欠損

千手堂 千̶仏12 題目塔 光照寺 安永三甲午歳二月摩訶十日 講中十九人 一部欠損

千手堂 千̶仏13 読誦塔 光照寺 千手堂村題目講中 部分

千手堂 千̶仏14 題目塔 光照寺関口家墓地 元禄十二年卯十月十三日 一部欠損

千手堂 千̶仏15 題目塔 光照寺関口家墓地 完形

千手堂 千̶仏16 題目塔 光照寺関口家墓地 明和五歳戊子四月二十八日 願主　関口源兵衛 完形

千手堂 千̶仏17 双体道祖神 千手院入口 不明（平成）

千手堂 千̶仏18 名号塔 千手院入口 完形

千手堂 千̶仏19 名号塔 千手院入口 安永七戊戌天二月吉祥日 武州比企郡千手堂村講中二十二人 一部欠損

千手堂 千̶仏20 大乗妙典読誦塔 千手院入口 文政十一戊子至辰年成就 武蔵國比企郡千手堂村　願主　内田源兵
衛

一部欠損

千手堂 千̶仏21 巡拝塔 千手院入口 文政二己卯年八月吉日 武州比企郡千手堂村　願主　内田源兵衛 一部欠損

千手堂 千̶仏22 如意輪観世音菩薩 千手院 宝暦十四申甲天正月吉日 千手堂村講中廾八人　平沢村講中七人 一部欠損

千手堂 千̶仏23 地蔵菩薩 千手院 一部欠損

千手堂 千̶仏24 六地蔵菩薩 千手院 平成二年吉日 施主　内田　先 完形

千手堂 千̶仏25 普門品読誦塔 千手院 嘉永七 講中 一部欠損

千手堂 千̶仏26 結界石 千手院 一部欠損

千手堂 千̶仏27 弁財天 千手院 平成三辛未年十一月三日 丗四代真如 完形

千手堂 千̶仏28 水天（宮） 千手院 明和元甲申年 □十代 部分
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千手堂 千̶仏29 六十六部納経塔 千手院、内田家墓地 寛延元戊辰十月十日 一部欠損

千手堂 千̶仏30 馬頭観世音菩薩 字上台、関口家 明治十三年四月廿一日 願主　関口安五郎 完形

千手堂 千̶仏31 馬頭観世音菩薩 字上台、関口家 明治三十一年正月吉日 関口氏 一部欠損

千手堂 千̶仏32 題目塔 大平山、稲荷社脇 當榮 一部欠損

千手堂 千̶仏33 地蔵菩薩 字上台、県道曲がり角 享保四己亥三月吉日 千手堂村 一部欠損

千手堂 千̶仏34 馬頭観世音菩薩 字上台、県道曲がり角 文化六己巳冬十月日 千手堂村世話人　内田清蔵 一部欠損

千手堂 千̶仏35 馬頭観世音菩薩 平成楼脇、関根家入口 元治元年星在甲子九月吉日 関根氏 一部欠損

千手堂 千̶仏36 日天子日待塔 平成楼脇、槻川橋近く 元禄二己巳年四月三日 関根加右衛門他 完形

千手堂 千̶仏37 題目塔 平成楼脇、槻川橋近く 享保十九甲寅天十月十三日 講中 完形

千手堂 千̶仏38 題目塔 平成楼脇、槻川橋近く 元文四己未二月十三日 千手堂村講中二十人 完形

千手堂 千̶仏39 題目塔 平成楼脇、槻川橋近く 正徳三年乙未十一月三日 願主　十四人 完形

千手堂 千̶仏40 聖観世音菩薩 平成楼脇、槻川橋近く 一部欠損

鎌形 鎌̶仏1 庚申塔 嵐山県民保養地駐車場
南

宝暦七丁丑天九月吉日 鎌形村内郷講中十人 一部欠損

鎌形 鎌̶仏2 地蔵菩薩 嵐山県民保養地駐車場
南

享保四己亥九月吉日 一部欠損

鎌形 鎌̶仏3 地蔵菩薩 嵐山県民保養地駐車場
南

時寛延二己巳歳二月吉日 鎌形村内郷惣施主 一部欠損

鎌形 鎌̶仏4 馬頭観世音菩薩 嵐山県民保養地駐車場
南

昭和廿一年三月之建 建主　内田嘉十郎 一部欠損

鎌形 鎌̶仏5 馬頭観世音菩薩 嵐山県民保養地駐車場
南

安永二癸巳歳正月吉祥日 一部欠損

鎌形 鎌̶仏6 馬頭観世音菩薩 字西落合 明治九年 一部欠損

鎌形 鎌̶仏7 名号塔 字西落合、内田家墓地 文化八未春 願主　内田氏女梅、施主同姓磯右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏8 題目塔 字西落合、内田家墓地 天保二辛卯季孟春十六日 功徳主　内田磯右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏9 名号塔 字西落合、内田家墓地 文化十酉年九月日 一部欠損

鎌形 鎌̶仏10 宝篋印塔 字西落合、内田家墓地 天保三壬辰季春王正月吉日 一部欠損

鎌形 鎌̶仏11 馬頭観世音菩薩 字塩沢、塩山登り口 天保八年三月日 鎌形村川□ 一部欠損

鎌形 鎌̶仏12 地蔵菩薩 字塩沢、塩山登り口 宝暦八戊寅十一月吉日 施主　岩沢孫右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏13 名号塔 字塩沢、塩山登り口 明治六年三月建之 念佛連名　山口伴次郎他 一部欠損

鎌形 鎌̶仏14 馬頭観世音菩薩 字東上原、旧県道脇 昭和十五年二月 施主　吉野義治 一部欠損

鎌形 鎌̶仏15 如意輪観世音菩薩 字千騎沢、旧県道六差
路

文化八辛未冬霜月吉祥日 功徳主　鎌形村女講中 一部欠損

鎌形 鎌̶仏16 庚申塔 字千騎沢、旧県道六差
路

文政十三庚寅四月吉日 願主　簾藤万右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏17 地蔵菩薩 字千騎沢、旧県道六差
路

于時宝永六己丑天初冬吉日 武州比企郡鎌形村　愛宕信心施主　二拾
三人

完形

鎌形 鎌̶仏18 馬頭観世音菩薩 字千騎沢、旧県道六差
路

文政十三庚寅年四月吉日 願主　簾藤万右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏19 交通安全地蔵菩薩 字千騎沢、旧県道六差
路

中島善郎、保、二郎 完形

鎌形 鎌̶仏20 庚申塔 字東上原、中島家 明治四十四年十一月吉日 願主　中島重次郎 完形

鎌形 鎌̶仏21 牛頭観世音菩薩 字東上原、簾藤家墓地 昭和三十九年四月建之 一部欠損

鎌形 鎌̶仏22 地蔵菩薩 字清水、斎藤家墓地 文化十酉年四月之吉 願主　リヨ、周珍 一部欠損

鎌形 鎌̶仏23 光明真言等読誦塔 字清水、斎藤家墓地 于時享保十歳乙巳二月十五日 鎌形村大行院真密妙三大姉施主斎藤伊
左衛門七拾壱歳

一部欠損

鎌形 鎌̶仏24 宝篋印塔 字清水、斎藤家墓地 文化四丁卯三月 現住　周珍 一部欠損

鎌形 鎌̶仏25 馬頭観世音菩薩 字清水、斎藤家墓地 文化九申天七月四日 周珍 一部欠損

鎌形 鎌̶仏26 弁財天 字前谷、塩山 一部欠損

鎌形 鎌̶仏27 巡拝塔 字前谷、大久保家 文化十二年八月吉辰 當所　大久保安左衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏28 馬頭観世音菩薩 字前谷、中島家 昭和七年二月建之 施主　中島慶作 一部欠損

鎌形 鎌̶仏29 庚申塔 字東上原、旧県道脇簾
藤家墓地

于時天和二年壬戌十一月吉日 大行院桜井坊他 一部欠損

鎌形 鎌̶仏30 普門品読誦塔 字東上原、旧県道脇簾
藤家墓地

文化六巳己仲冬吉日 内郷講中十七人 一部欠損

鎌形 鎌̶仏31 万霊塔 字東上原、旧県道脇簾
藤家墓地

一部欠損

鎌形 鎌̶仏32 題目塔 宗信寺入口 一部欠損

鎌形 鎌̶仏33 大黒天 宗信寺入口 元治元甲子年十一月甲子日建
之

世話人　長嶋曽平／杉田朝治郎／杉田
快造／杉田康右衛門／杉田玄造／杉田
近右衛門／杉田它右衛門

一部欠損

鎌形 鎌̶仏34 馬頭観世音菩薩 字馬場、塩山南 昭和十四年十一月十五日 杉田元治 完形

鎌形 鎌̶仏35 供養塔 字馬場、県道脇墓地 昭和三十九年四月 菅谷村大字鎌形県道改修促進委員会 完形

鎌形 鎌̶仏36 地蔵菩薩 字清水 一部欠損

鎌形 鎌̶仏37 馬頭観世音菩薩 鎌形八幡神社西、杉田
家墓地

昭和二十九年二月十九日建 施主　杉田吉造 完形

鎌形 鎌̶仏38 万霊塔 鎌形八幡神社西、杉田
家墓地

昭和二十八年春彼岸建 施主　杉田善作 一部欠損

鎌形 鎌̶仏39 題目塔 鎌形八幡神社西、杉田
家墓地

元文四己未九月四日 施主　杉田作左衛門 完形

鎌形 鎌̶仏40 宝塔 字殿ヶ谷戸、杉田家墓
地

正保四年四月八日 一部欠損

鎌形 鎌̶仏41 宝塔 字殿ヶ谷戸、杉田家墓
地

正保四年四月八日 一部欠損
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鎌形 鎌̶仏42 法華経読誦塔 塩山南麓、杉田家墓地 享保十三年戊申天六月廾七日 深心院法通日明　逆修 一部欠損

鎌形 鎌̶仏43 題目塔 塩山南麓、杉田家墓地 寛政十一未正月廾日 施主　杉田玄正 一部欠損

鎌形 鎌̶仏44 題目塔 塩山南麓、杉田家墓地 元文五庚申三月朔日　寛政四
壬子二月十二日

施主　杉田玄正 一部欠損

鎌形 鎌̶仏45 題目塔 塩山南麓、杉田家墓地 寳暦八戊寅歳九月上旬三日 施主　孝子　杉田宅右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏46 題目塔 塩山南麓、杉田家墓地 宝暦六丙子年十一月十五日 施主　孝子　杉田宅右衛門 完形

鎌形 鎌̶仏47 地蔵菩薩 字辻ヶ谷戸、斎藤商店
脇

部分

鎌形 鎌̶仏48 地蔵菩薩 字辻ヶ谷戸、斎藤商店
脇

明和九壬歳二月吉日 施主　鎌形村小峯 部分

鎌形 鎌̶仏49 万霊塔 字辻谷ヶ戸、墓地 明治三十二年十二月吉日建之 小林芳三郎 完形

鎌形 鎌̶仏50 巡拝塔 字辻ケ谷戸、玉川村境 文化八辛未天十一月吉日 田黒村同行三人 一部欠損

鎌形 鎌̶仏51 聖観世音菩薩 字北中島、長島家墓地 鎌形村施主　長嶋武兵衛伊保 一部欠損

鎌形 鎌̶仏52 法華経読誦塔 字北中島、長島家墓地 享保四己亥年八月上浣八日 長嶋武兵衛 一部欠損

鎌形 鎌̶仏53 宝篋印塔 字北中島、長島家墓地 寛政元己酉年秋七月之吉 施主　長嶋忠三郎保秀 一部欠損

鎌形 鎌̶仏54 万霊塔 字北中島、長島家墓地 文化七庚午五月吉日 長島保秀 一部欠損

鎌形 鎌̶仏55 地蔵菩薩 班渓寺入口 享保四己亥十一月 鎌形村簾藤氏 一部欠損

鎌形 鎌̶仏56 聖観世音菩薩 班渓寺入口 明和九壬辰歳仲春吉祥日 鎌形村願主　大久保善助 一部欠損

鎌形 鎌̶仏57 地蔵菩薩 班渓寺門前 宝暦十一辛己天四月吉祥日 施主　武州比企郡鎌形村内郷　簾藤左五
左衛門

一部欠損

鎌形 鎌̶仏58 結界石 班渓寺門前 文政四辛巳年夷則吉旦 當所上原簾藤万右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏59 名号塔 班渓寺墓地 一部欠損

鎌形 鎌̶仏60 巡拝塔 班渓寺墓地 昭和五十七年壬戌十月建之 功徳者　根立一郎 完形

鎌形 鎌̶仏61 万霊塔 班渓寺墓地 安政四巳正月廿七日 施主　簾藤網五郎 一部欠損

鎌形 鎌̶仏62 万霊塔 班渓寺墓地 明治三十二年二月日 小林茂三郎 一部欠損

鎌形 鎌̶仏63 万霊塔 班渓寺墓地 昭和卅四年春彼岸仲日建之 施主　内田吉造 完形

鎌形 鎌̶仏64 馬頭観世音菩薩 字殿ケ谷戸 中村高吉 一部欠損

鎌形 鎌̶仏65 巡拝塔 字北中島、岡本家墓地 文政十丁亥季三月廿八日 行者　岡本次助 一部欠損

鎌形 鎌̶仏66 甘露王如来 字北中島 寛文元丑正月廾一日寂 鎌形　星野善八 一部欠損

鎌形 鎌̶仏67 馬頭観世音菩薩 字北中島・南中島境、星
野家墓地

大正六年八月立之 施主　星野實太郎 完形

鎌形 鎌̶仏68 馬頭観世音菩薩 字南中島、杉田家墓地 大正九年九月廿三日 杉田伴七 完形

鎌形 鎌̶仏69 万霊塔 字南中島、小林家墓地 鎌形村施主　小林源治良 一部欠損

鎌形 鎌̶仏70 馬頭観世音菩薩 字南中島県道北、　小林
家墓地

維時明治廿五年十二月吉旦 小林滝造 完形

鎌形 鎌̶仏71 馬頭観世音菩薩 木曽園橋西県道北脇 弘化四丁未九月吉日八 施主　小林栄蔵 一部欠損

鎌形 鎌̶仏72 馬頭観世音菩薩 木曽園橋東脇 文政三年庚辰三月吉日 鎌形村　講中二十八人 一部欠損

鎌形 鎌̶仏73 地蔵菩薩 木曽園橋東側、あさひ屋
駐車場東

宝永三丙戌歳初秋吉日 施主　植木山　中嶋 一部欠損

鎌形 鎌̶仏74 地蔵菩薩 字上宿、植木山交差点
脇

宝永［　］四月三日 施主［　］ 一部欠損

鎌形 鎌̶仏75 名号塔 字上宿、植木山交差点
脇

施主　杉田作右衛門 一部欠損

鎌形 鎌̶仏76 交通安全地蔵菩薩 字上宿、県道脇 昭和六十三辰年十二月吉日 建立供養者　嵐山町根岸宣男、勝子 完形

鎌形 鎌̶仏77 如意輪観世音菩薩 字上宿、県道南脇墓地 延享五年戊辰二月（別石より） 願主　星野忠兵衛 部分

鎌形 鎌̶仏78 地蔵菩薩 字上宿、県道脇墓地 昭和六十三年九月吉日（別石よ
り）

再建施主　星野利作 完形

鎌形 鎌̶仏79 子育地蔵菩薩 字上宿、県道脇、吉野家
墓地

昭和五十二年春建 施主　吉野左十 完形

鎌形 鎌̶仏80 馬頭観世音菩薩 字上宿、県道南脇墓地 明治元辰十一月立之 願主　長島倉之助 一部欠損

鎌形 鎌̶仏81 馬頭観世音菩薩 字上宿、県道南脇墓地 寛延二己天十月吉日 鎌形村施主　星野忠兵衛 一部欠損

鎌形 鎌̶仏82 庚申塔 字北宿、県道北脇墓地 寛政三辛亥季四月吉日 施主　孝子某 一部欠損

鎌形 鎌̶仏83 馬頭観世音菩薩 字北宿、県道北脇墓地 明治三十一年十一月吉日 願主　長島時次郎 一部欠損

鎌形 鎌̶仏84 馬頭観世音菩薩 字下宿、県道南脇 昭和九年四月一日建之 施主　長島一栄 一部欠損

鎌形 鎌̶仏85 馬頭観世音菩薩 字下宿、県道南脇 文久元辛酉年三月吉日 願主　長島氏 一部欠損

大蔵 大̶仏1 馬頭観世音菩薩 字下河原、都幾川桜堤
下

昭和四十六年二月二十日建之 冨岡進一 完形

大蔵 大̶仏2 地蔵菩薩 向徳寺入口 施主　大蔵村中 一部欠損

大蔵 大̶仏3 如意輪観世音菩薩 向徳寺入口 一部欠損。
摩滅。

大蔵 大̶仏4 名号（巡拝塔） 向徳寺入口 天明三癸卯四月 武州比企郡大蔵村堂寺三十三主　興徳
院覺阿朴雄和尚

一部欠損

大蔵 大̶仏5 地蔵菩薩 向徳寺入口 宝暦八戊寅二月九日 願主　武州大藏村　成澤権右衛門　當山
三十一世其阿上人大霊現國和尚

一部欠損

大蔵 大̶仏6 聖観世音菩薩 向徳寺 昭和六十年八月盆 施主　東松山市堀越三吉 完形

大蔵 大̶仏7 六地蔵菩薩 向徳寺 完形

大蔵 大̶仏8 万霊塔 向徳寺 昭和五十七年三月吉日 願主　大高五平長男教一　堀越亦五郎二
女はつ

完形

大蔵 大̶仏9 万霊塔 向徳寺 昭和五十三年四月二十一日建
立

願主　東京田園調布堀越孝次郎 完形

大蔵 大̶仏10 地蔵菩薩 向徳寺墓地 部分

大蔵 大̶仏11 六地蔵菩薩 向徳寺墓地 安永三甲午年七年吉祥日 願主　大蔵村釋迦堂恵照院妙心智光法
尼向上人学山大和尚

部分
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大蔵 大̶仏12 名号塔 向徳寺墓地 元禄十四辛巳六月廿一日 一部欠損

大蔵 大̶仏13 阿弥陀如来 向徳寺墓地 寛文十二壬子天七月十二日 大倉村　冨岡十右衛門 一部欠損

大蔵 大̶仏14 巡拝塔 向徳寺墓地 安政七庚申年二月吉日 武州比企郡大蔵村新藤三郎兵衛　同父
治左衛門

一部欠損

大蔵 大̶仏15 巡拝塔 向徳寺墓地 進藤角左衛門 一部欠損

大蔵 大̶仏16 巡拝塔 向徳寺墓地 文化六己巳年三月廿一日 施主　山下和助 一部欠損

大蔵 大̶仏17 巡拝塔 向徳寺墓地 文政九戌年四月廾七日 施主　新藤治左衛門 一部欠損

大蔵 大̶仏18 阿弥陀如来 向徳寺墓地 昭和六十年乙丑八月吉日 願主　金井歌之助 完形

大蔵 大̶仏19 万霊塔 向徳寺墓地 平成七年十月建之 施主　金井高一 完形

大蔵 大̶仏20 馬頭観世音菩薩 字堀之内 文政十二己丑正月吉旦 大蔵村講中十七人 一部欠損

大蔵 大̶仏21 大日如来 字堀之内 大正九申年十二月吉祥日 當所　山下夘之吉 一部欠損

大蔵 大̶仏22 大日如来 字堀之内 昭和十六年四月吉日 施主　金井精一郎 一部欠損

大蔵 大̶仏23 如意輪観世音菩薩 字御所ヶ谷戸 寛政十戊午年十一月十六日 施主　大蔵村堀之内同行二十二人 一部欠損

大蔵 大̶仏24 地蔵菩薩 字御所ヶ谷戸 安永九庚子歳二月吉日 武州比企郡大蔵村堀内願主　山下利右
衛門同行二十四人

一部欠損

大蔵 大̶仏25 馬頭観世音菩薩 字御所ヶ谷戸、県道脇 平成二年天庚午八月十六日 当山山主行光院日世大澤霊明光良代 一部欠損

大蔵 大̶仏26 馬頭観世音菩薩 字坊ノ上、県道脇 天保十四卯年八月造立 施主　大畑清三郎 一部欠損

大蔵 大̶仏27 己巳塔 字坊ノ上、県道脇 寛延二己巳年八月吉祥日 願主六人 一部欠損

大蔵 大̶仏28 大日如来 字大東、義賢墓付近 昭和三年十月 新藤氏 一部欠損

大蔵 大̶仏29 巡拝塔 大行院法華堂 維時昭和四十二年八月 施主　大沢家 一部欠損

大蔵 大̶仏30 馬頭観世音菩薩 大行院法華堂 昭和三十四年晩春建之 大澤伊三郎 一部欠損

大蔵 大̶仏31 馬頭観世音菩薩 大行院法華堂 昭和四十二年八月 施主　大沢家 一部欠損。
上部欠損。

大蔵 大̶仏32 地蔵菩薩 安養寺入口 安政六未十二月 施主　大蔵村中、大乗山三十八世旭順 一部欠損。
頭部なし

大蔵 大̶仏33 地蔵菩薩 安養寺入口 享保四己亥天三月吉日 一部欠損

大蔵 大̶仏34 聖観世音菩薩 安養寺入口 安永三甲午歳正月吉祥日 武州比企郡大蔵村願主川嶋平左衛門 一部欠損

大蔵 大̶仏35 四十九院塔 安養寺、金井家墓地 一部欠損

大蔵 大̶仏36 四十九院塔 安養寺、金井家墓地 一部欠損

大蔵 大̶仏37 馬頭観世音菩薩 大行院前 安永八己亥歳二月吉祥日 願主　清光比　施主　惣村中 一部欠損

大蔵 大̶仏38 納経塔 大行院前 寛保元辛酉天十一月十八日 武州大蔵村　願主圓智他 一部欠損

大蔵 大̶仏39 庚申塔 大行院前 天明四甲辰九月吉祥日 武州比企郡大蔵願主　法印乘寛講中拾
四人

一部欠損

大蔵 大̶仏40 庚申塔 大行院 大正八年四月八日 神田　谷内幸次 一部欠損

大蔵 大̶仏41 馬頭観世音菩薩 大行院 大正五年十二月十八日建設 願主　宮澤 一部欠損

大蔵 大̶仏42 己巳待供養塔 大行院 供養者当所柴田要範他 完形

大蔵 大̶仏43 如意輪観世音菩薩 大行院 天保十年［　］（己亥）二月吉日 □□村女人講中二十□ 一部欠損

大蔵 大̶仏44 救世観世音菩薩 大行院 平成元年一月吉日 奉祭主大澤霊明、堀重明他 完形

大蔵 大̶仏45-1 身代地蔵菩薩 大行院 昭和六十三年四月吉日 完形

大蔵 大̶仏45-2 大行院 昭和六十三年四月吉日 奉納者　東松山市瀧瀬進他 完形

大蔵 大̶仏46 地蔵菩薩 大行院 延享五年戊辰二月日 施主　楠□□崎中、願主　星野忠兵衛 一部欠損

大蔵 大̶仏47 地蔵菩薩 大行院 完形

大蔵 大̶仏48 結界石 大行院 一部欠損

大蔵 大̶仏49 九頭竜大神霊 大行院 修行者　金子 一部欠損

大蔵 大̶仏50 供養塔 大行院 平成癸酉五年三月吉祥日 當願主　金子太鈴 一部欠損

大蔵 大̶仏51 仏足石 大行院 一部欠損

大蔵 大̶仏52 百度石 大行院 一部欠損

大蔵 大̶仏53 薬師如来 大行院 平成天丑九年十一月吉祥日 大行院山王　霊明代 完形

大蔵 大̶仏54 弁財天 大行院 川島町　宇津木 一部欠損

大蔵 大̶仏55 不動明王 大行院 平成壬申四年十一月吉日 佐々木伸二他 完形

大蔵 大̶仏56 摩利支天 大行院 川越市新宿町　久保田元子 完形

大蔵 大̶仏57 摩利支天 大行院 平成九丁丑年七月吉日 奉納主　時田敦他（川越市上寺山） 完形

大蔵 大̶仏58 馬頭観世音菩薩 大行院 文政七申年九月十四日 一部欠損

大蔵 大̶仏59 馬頭観世音菩薩 大行院 明治四未年九月日 大和田村願主　小沢相次郎 一部欠損

大蔵 大̶仏60 馬頭観世音菩薩 大行院 平成丁丑九年十一月吉祥日 東松山大谷　祭主　森田常、鈴木政和、
鈴木卓治

完形

大蔵 大̶仏61 聖観世音菩薩 大行院 寛保二壬戌天七月吉日 深作村　施主　　　孫左衛門 一部欠損

大蔵 大̶仏62 大黒天 大行院駐車場 一部欠損

大蔵 大̶仏63 恵比寿 大行院駐車場 一部欠損

根岸 根̶仏1 地蔵菩薩 字道上、根岸観音 （昭和50）年3月吉日 大蔵　藤縄ヨウ　金井元吉 部分

根岸 根̶仏2 地蔵菩薩 字道上、根岸観音 寛政八丙辰稔霜月吉祥日 武州比企郡施主根岸講中 一部欠損

根岸 根̶仏3 馬頭観世音菩薩 字坂上 大正六年八月 福島源三郎建 一部欠損

将軍沢 将̶仏1 馬頭観世音菩薩 字西方 大正三年四月一日 金子小十郎 一部欠損

将軍沢 将̶仏2 地蔵菩薩 明光寺 享保四己亥天一月吉祥日 将軍澤村中、根岸村中 一部欠損

将軍沢 将̶仏3 万霊塔 明光寺墓地 明治三十六年九月建 発起　岡本馬次郎他 一部欠損

将軍沢 将̶仏4 庚申塔 字八反田 三年十一月吉日 完形

将軍沢 将̶仏5 馬頭観世音菩薩 字鶴巻 明治十六年五月吉日 願主　沢渡磯次郎 完形

将軍沢 将̶仏6 弁財天 字上大谷、武蔵松山カン
トリークラブ脇

文久三癸亥年六月吉日 将軍沢村、小久保嘉右衛門 完形
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古里 古̶仏1 三面馬頭観世音菩薩 字中ノ下、コロニー嵐山
郷北

安永九年庚子八月吉日 武州松山領古里村千野孫左衛門 完形

古里 古̶仏2 庚申塔 字林合 安永九庚子八月吉日 施主　千野孫左衛門 完形

古里 古̶仏3 三面馬頭観世音菩薩 字林合 天明三癸卯二月吉日 施主　武州比企郡古里村構中 完形

古里 古̶仏4 馬頭観世音菩薩 字林合 明治三午二月立之 願主　安藤与五兵衛 完形

古里 古̶仏5 馬頭観世音菩薩 字林合 明治十七申年十二月吉日 願主　当所　安藤熊造 一部欠損

古里 古̶仏6 水天（宮） 字馬内、新井家 昭和弌年七月十七日 新井傅十郎 完形

古里 古̶仏7 馬頭観世音菩薩 字馬内 大正六年九月一日 吉場元作 完形

古里 古̶仏8 馬頭観世音菩薩 寄居町字鷹ノ巣、嵐山・
寄居町境

天明二壬寅年冬十月 男衾郡當村講中拾四人 完形

古里 古̶仏9 馬頭観世音菩薩 字御領台 皇紀二千六百年八月吉日 吉場乱太郎 完形

古里 古̶仏10 馬頭観世音菩薩 字御領台 昭和四十年十二月 吉場□□ 完形

古里 古̶仏11 庚申塔 字蟹沢・藤塚・中ノ下境 寛政八丙辰暦霜月吉日 武州比企郡松山領東古里村願主　大木
半次良同苗八十八

一部欠損

古里 古̶仏12 如意輪観世音菩薩 字藤塚・中ノ下・蟹沢境 元治二乙丑年三月吉日 武州比企郡古里邑女人講中 一部欠損

古里 古̶仏13 地蔵菩薩 字藤塚・蟹沢・中ノ下境 安永九庚子七月吉日 武州比企郡松山領古里施主　千野孫左
衛門、八郎兵衛、孫助

一部欠損

古里 古̶仏14 如意輪観世音菩薩 字藤塚・蟹沢・中ノ下境 安永九庚子七月吉日 施主　千野孫左衛門内とよ、志十一人 一部欠損

古里 古̶仏15 地蔵菩薩 字中ノ下 寛文二午十月六日、六月十二
日、宝暦二申八月七日

施主　千野孫左衛門 一部欠損

古里 古̶仏16 庚申塔 字藤塚・蟹沢境 宝暦二壬申年正月吉日 武州比企郡古里村願主　重兵衛、孫左衛
門、八良兵衛、孫助

完形

古里 古̶仏17 如意輪観世音菩薩 字御領台 文化［十二］乙亥年［　］十一月
吉日

完形

古里 古̶仏18 地蔵菩薩 字御領台、吉場家墓地 文化十二乙亥年十一月吉日 馬内講中 完形

古里 古̶仏19 六十六部納経塔 字御領台、吉場家墓地 文化十一戌天十二月十七日 世話人惣同行中 完形

古里 古̶仏20 如意輪観世音菩薩 字御領台 明和二□□（乙酉）年二月吉旦 比企郡古里村除地新田講中女人 一部欠損

古里 古̶仏21 弥勒菩薩 字御領台 天保七丙申二月吉日 武州比企郡古里村講中拾四人 完形

古里 古̶仏22 馬頭観世音菩薩 字御領台 明治十丑年二月廿六日 願主　吉場常次郎 一部欠損

古里 古̶仏23 阿弥陀如来 字藤塚、御岳神社北側 完形

古里 古̶仏24 弁財天 柏木沼畔 文久三癸亥十一月吉日 完形

古里 古̶仏25 六十六部納経塔 重輪寺入口 寛政九丁巳歳三月吉日 願主　琳山定光　古里村田嶌［　］ 完形

古里 古̶仏26 地蔵菩薩 重輪寺入口 安永十辛丑年四月吉祥日 武蔵國比企郡古里村願主　要禅 完形

古里 古̶仏27 地蔵菩薩 竜泉寺 安永四乙末年四月佛誕生日 古里村中内出善男女等 一部欠損

古里 古̶仏28 如意輪観世音菩薩 竜泉寺 文化十癸酉歳四月吉日 武州比企郡古里邨念佛講中 一部欠損

古里 古̶仏29 如意輪観世音菩薩 竜泉寺 明治二十五年十二月二十二日 一部欠損

古里 古̶仏30 聖観世音菩薩 竜泉寺墓地 頭部欠損

古里 古̶仏31 馬頭観世音菩薩 字中内出 文久二壬戌天十一月三日 願主　安藤富五郎 完形

古里 古̶仏32 地蔵菩薩 字内出、中村家墓地 一部欠損

古里 古̶仏33 馬頭観世音菩薩 兵執神社入口 明治二十九申年八月十五日 荻山米吉 完形

古里 古̶仏34 牛頭観世音菩薩 字内出 昭和二十四年九月 千野国吉 完形

古里 古̶仏35 大乗妙典読誦塔 字薮合、安藤家 大正十年三月 安藤照武 完形

古里 古̶仏36 聖観世音菩薩 字尾根、安藤家 明治二十四年立之 安藤竹次郎 完形

古里 古̶仏37 馬頭観世音菩薩 字駒込、県道南 明治九子 完形

古里 古̶仏38 馬頭観世音菩薩 字駒込、県道南 嘉永元年戊申四月吉日 當所講中 完形

古里 古̶仏39 馬頭観世音菩薩 舟窪沼畔 施主　安藤太三郎 完形

古里 古̶仏40 六十六部納経塔 字尾根、安藤家墓地 延享四年二月 武州比企郡古里村願主 一部欠損

古里 古̶仏41 宝篋印塔 字尾根、安藤家墓地 維時安永七戊戌年六月吉日 武州比企郡松山領古里村施主　安藤長
左衛門

完形

古里 古̶仏42 馬頭観世音菩薩 字駒込、共同墓地 昭和三十六年一月十二日 大塚延一 完形

古里 古̶仏43 馬頭観世音菩薩 字駒込、県道南 昭和十八年三月二十五日 施主　大塚壽 完形

古里 古̶仏44 聖観世音菩薩 字尾根、安藤家墓地 天明二寅十一月吉日 武州比企郡古里村 安藤兵衛門　同長右
衛門

完形

古里 古̶仏45 庚申塔 字駒込、共同墓地 大正十一年四月二十五日建之 関根藤左衛門 一部欠損

古里 古̶仏46 庚申塔 字駒込、共同墓地 一部欠損

古里 古̶仏47 如意輪観世音菩薩 字尾根、公民館 宝暦十四年甲申四月吉祥日 武州比企郡東古里村善女人講中 一部欠損

古里 古̶仏48 庚申塔 字駒込、共同墓地 文政二年卯四月 武州比企郡古里村講中 完形

古里 古̶仏49 馬頭明王 字駒込、共同墓地 文政二年己卯四月大吉祥日 古里村十一人他十ケ村 完形

古里 古̶仏50 庚申塔 字駒込、共同墓地 宝暦九己卯年春二月吉祥日 武州比企郡古里村講中 完形

古里 古̶仏51 題目塔 字神山、加藤家 明治十四年五月 當所施主　加藤勝三郎 完形

古里 古̶仏52 馬頭観世音菩薩 字神山 文政二己卯年三月吉日 武州比企郡古里村馬内講中 完形

吉田 吉̶仏1 地蔵菩薩 字陣屋東、船戸家脇三
差路

寛政六甲寅二月 吉田村中　願主　内田氏、白翁大謙他 完形

吉田 吉̶仏2 馬頭観世音菩薩 字陣屋東、船戸家脇三
差路

文政二己卯九月吉日 吉田邑講中 完形

吉田 吉̶仏3 庚申塔 字陣屋東、船戸家脇三
差路

享和元辛酉十一月吉祥日 武州比企郡上吉田村講中二十人 完形

吉田 吉̶仏4 馬頭観世音菩薩 字陣谷東 昭和十三年十一月吉日 小林馬次郎 一部欠損

吉田 吉̶仏5 馬頭観世音菩薩 字陣屋東 明治十五年一月日 小林政右衛門 完形

吉田 吉̶仏6 石橋供養塔 字陣屋東、小林家 安政三丙辰年立之 願主　小林磯五郎、小林初五郎、新井新
八

完形

吉田 吉̶仏7 大黒天 字陣屋東 完形
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吉田 吉̶仏8 聖観世音菩薩 字陣屋東 大正九申年 奥野文七 一部欠損

吉田 吉̶仏9 馬頭観世音菩薩 字西ノ谷 明治三十四年十月 小林栄次郎 完形

吉田 吉̶仏10 地蔵菩薩 字西ノ谷、船戸家墓地 明治十五年午十月吉日 完形

吉田 吉̶仏11 名号塔 字西ノ谷、船戸家墓地 明治十五年午十月吉日 完形

吉田 吉̶仏12 弁財天 字三反田、荒井家 文政七申十月吉日 一部欠損

吉田 吉̶仏13 弁財天 字三反田、荒井家 完形

吉田 吉̶仏14 地蔵菩薩 字西之谷 正徳四甲午年四月八日 武州比企郡吉田村願主順盛房　十六日
念佛講同行五拾四人　二十三夜待講同
行十九人

一部欠損

吉田 吉̶仏15 念仏供養塔 字前、日影堂 一部欠損

吉田 吉̶仏16 地蔵菩薩 字前、日影堂 天明五乙巳年二月 比企郡吉田村　願主　内田太左衛門

吉田 吉̶仏17 二十三夜塔 字前、日影堂 文政八乙酉四月吉祥日 施主　上邑中 一部欠損

吉田 吉̶仏18 如意輪観世音菩薩 字前、日影堂 明和六己丑年十一月吉日 願主　女人講中　世話人内田志乃　同又
左門

一部欠損

吉田 吉̶仏19 六地蔵菩薩 字前、日影堂 一部欠損

吉田 吉̶仏20 地蔵菩薩 字前、日影堂 部分

吉田 吉̶仏21 庚申塔 字前、日影堂 天和二壬戌十月吉日 武州比企郡松山領施主　長運房他 一部欠損

吉田 吉̶仏22 地蔵菩薩 字馬場・八反田境 明和七庚寅年 吉田村中　願主 内田太左衛門 完形

吉田 吉̶仏23 弥勒菩薩 宗心寺 天保八丁酉年三月吉祥日 當所村中 一部欠損

吉田 吉̶仏24 地蔵菩薩 宗心寺 享保四己亥年四月吉日 施主　武州比企郡中吉田村下迄　三十九
人

一部欠損

吉田 吉̶仏25 千部供養塔 宗心寺 寛政三辛亥二月吉日 比企郡吉田村　願主　内田貞政 完形

吉田 吉̶仏26 地蔵菩薩 宗心寺 明和六己丑盂蘭盆日 施主　上吉田村前田三郎兵衛 一部欠損

吉田 吉̶仏27 地蔵菩薩 宗心寺入口 元文五庚申五月八日 施主　藤田勝五郎 完形

吉田 吉̶仏28 馬頭観世音菩薩 宗心寺入口 明治三十八年正月十九日 藤田鷲次郎立之 完形

吉田 吉̶仏29 結界石 宗心寺入口 寛政三辛亥二月吉日 比企郡吉田村　願主　内田貞温 一部欠損

吉田 吉̶仏30 六十六部納経塔 字馬場 文化八辛未歳三月吉日 武州比企郡中吉田村　世話人　［　］ 一部欠損

吉田 吉̶仏31 巡拝塔 字馬場 嘉永五年子四月吉日 願主　小林磯五郎、藤野啓五郎、小林伊
勢松、小林政五郎

完形

吉田 吉̶仏32 馬頭観世音菩薩 字竹之花、滑川河畔 明治廿七年正月十九日 下吉田　嶋田運太郎 一部欠損

吉田 吉̶仏33 馬頭観世音菩薩 字竹之花、滑川河畔 天保六乙未年三月吉日 施主　川口弥八 一部欠損

吉田 吉̶仏34 馬頭観世音菩薩 字竹之花、滑川河畔 安政七庚申才二月大吉日 比企郡吉田村世話人中嶋善五郎（講中） 一部欠損

吉田 吉̶仏35 如意輪観世音菩薩 字竹之花、滑川河畔 文政十一戊子年二月吉日 吉田村女人講中三十四人 一部欠損

吉田 吉̶仏36 馬頭観世音菩薩 字竹之花、滑川河畔 文政八乙酉天三月吉祥日 吉田村講中 完形

吉田 吉̶仏37 地蔵菩薩 字中谷、観音堂 一部欠損

吉田 吉̶仏38 日本廻国納経塔 字中谷、観音堂 享和二戌天四月廾八日 ［吉］田邑　又兵衛　世話人施主長□□、喜
兵衛、定治郎、□□郎

一部欠損

吉田 吉̶仏39 如意輪観世音菩薩 字中谷、観音堂 宝暦十四［　］月吉日 比企郡吉田村［　］四十五人 一部欠損

吉田 吉̶仏40 地蔵菩薩 字中谷 武州比企郡中吉田邑　施主　　福嶌福［
］　同仙［　］　　同文［　］

一部欠損

吉田 吉̶仏41 不動明王 字前谷 文化六己巳年十一月吉日 武州比企郡吉田村講中十九人 完形

吉田 吉̶仏42 馬頭観世音菩薩 字馬場、藤井家 昭和六年七月□日 藤井清房 一部欠損

吉田 吉̶仏43 馬頭観世音菩薩 馬場、小澤家 昭和十五年二月一九日 小澤 完形

吉田 吉̶仏44 馬頭観世音菩薩 字前谷 昭和四年九月二十日建 施主　島田仲助 一部欠損

吉田 吉̶仏45 馬頭観世音菩薩 字前谷 昭和十二年三月吉日 栗原松太郎 完形

吉田 吉̶仏46 牛頭観世音菩薩 字前谷 昭和三十五年二月二十八日建 施主　馬場清 完形

吉田 吉̶仏47 庚申塔 字谷戸 元文四己未四月吉日 武州比企郡下吉田村　同行十三人 一部欠損

吉田 吉̶仏48 題目塔 新沼畔 明治十四巳年第十二月 武蔵國比企郡吉田邨信者講中 一部欠損

吉田 吉̶仏49 庚申塔 新沼畔 安政二乙卯年十一月吉日 吉田村講中十九人 一部欠損

吉田 吉̶仏50 馬頭観世音菩薩 新沼畔 弘化三丙午年十一月吉日 武州比企郡上吉田村講中 一部欠損

吉田 吉̶仏51 巡拝塔 新沼畔 文化四丁卯天三月吉祥日 願主　武州比企郡上吉田村荒井平六、小
林治兵衛

完形

吉田 吉̶仏52 庚申塔 新沼畔 享保二十乙卯十一月吉日 武州比企郡上吉田村同行十六人 一部欠損

吉田 吉̶仏53 庚申塔 字清水、松本家 安政四丁巳年八月吉祥日 吉田村山守セハ勇次郎講中五人 一部欠損

吉田 吉̶仏54 二十二夜塔 字清水、松本家 文久元辛酉年八月吉日 吉田村　山守藤次郎　セハ人　女人七人 一部欠損

吉田 吉̶仏55 庚申塔 第三配水場付近 元文四歳己未十一月吉日 武蔵國比企郡中吉田村　施主　拾八人 完形

吉田 吉̶仏56 庚申塔 第三配水場付近 寛延四辛未歳十一月吉日 武州比企郡吉田村講中 完形

吉田 吉̶仏57 納経塔 第三配水場付近 安政三丙辰年十一月 施主　川口弥八 裏側一部欠
損

吉田 吉̶仏58 馬頭観世音菩薩 第三配水場付近 完形

吉田 吉̶仏59 庚申塔 第三配水場付近 貞享二乙丑年三月吉日 武州比企郡吉田村　藤野七兵衛他 一部欠損

吉田 吉̶仏60 庚申塔 第三配水場付近 寳暦十三癸未十一月吉祥日 一部欠損

吉田 吉̶仏61 庚申塔 第三配水場付近 明治十四年十二月吉辰 吉田発起人 完形

吉田 吉̶仏62 庚申塔 第三配水場付近 文化十二年十一月二十八日立
之

一部欠損

吉田 吉̶仏63 庚申塔 第三配水場付近 寛政二庚戌十一月吉日 武州比企郡下吉田村講中十六人 完形

吉田 吉̶仏64 馬頭観世音菩薩 字宝蔵谷、谷戸沼畔 明治七戌年二月吉日 一部欠損

越畑 越̶仏1 庚申塔 字岩鼻、吉田境 文化二乙丑星二月吉日 越畑邑上郷講中 一部欠損

越畑 越̶仏2 庚申塔 字岩鼻、岩花沼畔 元文元丙辰十一月吉日 武州比企郡越畑村同行十八人 一部欠損

越畑 越̶仏3 牛頭観世音菩薩 字日影 昭和十五年十月九日 施主　市川半衛 完形
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越畑 越̶仏4 馬頭観世音菩薩 字後大月 □月吉日 願主　越畑村　舟戸市□ 一部欠損

越畑 越̶仏5 巡拝塔 字後大月 天保七年龍集丙申二月吉日 越畑村　愛孫　舟戸善兵衛 完形

越畑 越̶仏6 地蔵菩薩 字三反町、船戸家墓地 文化十癸酉年三月廿四日 武州比企郡越畑村　施主　船戸悟兵衛忠
頼

一部欠損

越畑 越̶仏7 巡拝塔 字三反町、船戸家墓地 天保十有三年歳在壬寅冬十一
月建之

武州比企郡越畑村　舩戸悟兵衛　施主
治兵衛

完形

越畑 越̶仏8 光明真言・名号読誦塔 字三反町、船戸家墓地 延享元甲子歳三月吉日 武州比企郡越畑村　施主　　船戸治兵衛 一部欠損

越畑 越̶仏9 巡拝塔 字日向、市川家墓地 文政四年辛巳四月十七日 武州比企郡越畠村市川治右衛門．友右
衛門

一部欠損

越畑 越̶仏10 読誦塔 字日向、市川家墓地 宝暦十庚辰年五月朔日 施主　恵光妙智 完形

越畑 越̶仏11 馬頭観世音菩薩 字三反町 明治二十七年二月七日 施主　市川直蔵 完形

越畑 越̶仏12 庚申塔 八宮神社 文化十五年戊寅五月吉祥日 完形

越畑 越̶仏13 三面馬頭観世音菩薩 八宮神社 明和二乙酉十一月吉日 越畑村講中 完形

越畑 越̶仏14 庚申塔 八宮神社 安永五丙申載冬霜月十五日 武州比企郡越畑村講中 一部欠損

越畑 越̶仏15 庚申塔 八宮神社 享保四己亥年四月吉祥日 武州比企郡越畑村中 一部欠損

越畑 越̶仏16 庚申塔 八宮神社 安永二癸巳歳四月吉祥日 比企郡越畑村上講中 一部欠損

越畑 越̶仏17 馬頭観世音菩薩 八宮神社 文化十五年歳在戊寅四月吉祥
日

武州比企郡越畑村講中 一部欠損

越畑 越̶仏18 如意輪観世音菩薩 八宮神社 文政八乙酉年十一月 武州比企郡越畑村　善女人講中　世話
人、舟戸悟兵衛、強瀬傳右衛門

一部欠損

越畑 越̶仏19 地蔵菩薩 八宮神社 享保四己亥四月吉祥日 武州比企郡越畑村中 完形

越畑 越̶仏20 庚申塔 八宮神社 ［　］戌年［　］吉日 武州比企郡越畑村講中 部分

越畑 越̶仏21 馬頭観世音菩薩 字日向、長島家 大正十年八月 施主　長島氏 完形

越畑 越̶仏22 庚申塔 字幡後谷 天保四癸巳歳正月吉日 越畑村講中 一部欠損

越畑 越̶仏23 弁財天 字幡後谷前、辨天沼畔 文政九丙戌□九月吉日 講中 完形

越畑 越̶仏24 地蔵菩薩 字幡後谷 昭和十二年六月廿一日 福島市平 完形

越畑 越̶仏25 庚申塔 字幡後谷前 享保十八癸丑十一月吉日 武州比企郡越畑村施主　　丗四人 一部欠損

越畑 越̶仏26 庚申塔 字大堂 文政八酉年四月吉日 福島藤七 完形

越畑 越̶仏27 馬頭観世音菩薩 字大堂 文政六癸未年正月吉日 藤七 完形

越畑 越̶仏28 蚕霊供養塔 宝薬寺 昭和十三年十二月 願主　市川兵蔵 完形

越畑 越̶仏29 庚申塔 宝薬寺入口 寛政五癸丑歳三月庚申日 越畑講中 完形

越畑 越̶仏30 如意輪観世音菩薩 宝薬寺入口 寛政三年辛亥三月吉日 比企郡越畑村上講中善女人 一部欠損

越畑 越̶仏31 不明 宝薬寺入口 文政二卯九月日 施主　青木正信妻□る 一部欠損

越畑 越̶仏32 地蔵菩薩 金泉寺 寛政八丙辰年十一月吉旦 武州比企郡越畑村上講中 完形

越畑 越̶仏33 結界石 金泉寺 文政四辛巳年二月吉日 當山十六世代 一部欠損

越畑 越̶仏34 六地蔵菩薩 金泉寺 文久元辛酉年 施主　惣檀中 完形

越畑 越̶仏35 万霊塔 金泉寺 維時　大正十三年十月十九日 納主　市川兵蔵 完形

越畑 越̶仏36 馬頭観世音菩薩 字嶋 嘉永七［　］寅十二月吉［日］ 一部欠損

越畑 越̶仏37 地蔵菩薩 字嶋、強瀬家 昭和七年壱月吉日 施主　強瀬重貞、ワキ 完形

越畑 越̶仏38 地蔵菩薩 字幡巻、船戸家 戦後 （船戸爲綱） 完形

越畑 越̶仏39 馬頭観世音菩薩 字深谷、青木家 大正六年十月建 施主　青木清兵衛 一部欠損

越畑 越̶仏40 普門品読誦塔 字深谷 明治三十年十一月廿八日 青木平次郎 一部欠損

越畑 越̶仏41 馬頭観世音菩薩 相模沼畔 明治三庚午年九月吉日

越畑 越̶仏42 六十六部納経塔 字船久保、観音堂 行者順誠 完形

越畑 越̶仏43 如意輪観世音菩薩 字船久保、観音堂 宝暦四甲戌年十一月吉日 越畑村同行廿人 一部欠損

越畑 越̶仏44 法華経・光明真言読誦塔 字船久保、観音堂 寛延元戊辰十一月吉祥日 講中 一部欠損

越畑 越̶仏45 地蔵菩薩 字船久保、観音堂 享保六辛丑年十一月吉日 越畑村施主十八人 一部欠損

越畑 越̶仏46 地蔵菩薩 字船久保、観音堂墓地 宝永四丁亥十月□□ 部分

越畑 越̶仏47 牛頭観世音菩薩 字大木前 昭和２５‐２６年頃 馬場富治 完形

越畑 越̶仏48 地蔵菩薩 字大木、馬場家墓地 一部欠損

越畑 越̶仏49 万霊塔 字大木、馬場家墓地 極最近のもの （馬場家） 完形

越畑 越̶仏50 普門品読誦塔 字清水 文化四丁卯二月吉旦 武州比企郡越畑邑、青木氏市郎右衛門 一部欠損

越畑 越̶仏51 地蔵菩薩 字清水、杉山境 天明四辰年五月二十一日　寛
政二年戌十一月吉日

武州比企郡越畑村願主　覚誉了円講中 完形

越畑 越̶仏52 馬頭観世音菩薩 字清水 天保十二辛丑正月 願主　小太郎 完形

越畑 越̶仏53 庚申塔 字清水 ［　］月日 武州比企郡越畑村 一部欠損

越畑 越̶仏54 三面馬頭観世音菩薩 字清水 一部欠損

越畑 越̶仏55 庚申塔 字清水 元文五申天十一月吉日 武州越畑村 一部欠損

越畑 越̶仏56 地蔵菩薩 字清水 明和元甲申天霜月吉祥日 武州比企郡越畑村 施主 新井重右衛門
祖母興山妙隆比丘尼

一部欠損

越畑 越̶仏57 如意輪観世音菩薩 越畑第三公民館前 安永九庚子天十一月吉日 武州比企郡越畑村上櫛引講中 一部欠損

越畑 越̶仏58 庚申塔 越畑第三公民館前 寛政十二天申十一月十八日 比企郡越畑村中 完形

越畑 越̶仏59 馬頭観世音菩薩 越畑第三公民館前 文政六未年七月吉日 施主　櫛挽講中 一部欠損

越畑 越̶仏60 馬頭観世音菩薩 越畑第三公民館前 明治廿七年旧七月廿二日 施主　舩戸小重郎 一部欠損

越畑 越̶仏61 馬頭観世音菩薩 字幡巻、ゲートボール場
隣

明治十九年丙戊三月吉日 施主　青木重兵衛 完形

越畑 越̶仏62 馬頭観世音菩薩 字幡巻、ゲートボール場
隣

昭和三十六年十月建 施主　船戸爲綱 完形

越畑 越̶仏63 馬頭観世音菩薩 字中串引、舩戸家 昭和弐十七年弐月十九日建之 施主　舩戸塩次郎 完形

越畑 越̶仏64 地蔵菩薩 字社宮司、社宮寺跡 明治廿八年三月日 完形

越畑 越̶仏65 地蔵菩薩 字社宮司 昭和廿三年九月 施主　青木庄作　兄弟一同 完形
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越畑 越̶仏66 地蔵菩薩 字中串引、峠入口 天明七年丁未霜月二十四日 武州比企郡越畑村櫛引講中 一部欠損

越畑 越̶仏67 大日如来 字中串引、峠入口 嘉永七寅年十二月吉日 世話當所講中拾三人 完形

越畑 越̶仏68 庚申塔 字中串引、峠入口 未卯七月吉祥日 施主敬白、比企郡櫛引村同行十四人 上部欠損

越畑 越̶仏69 庚申塔 字下串引 明和四丁亥年十一月大吉旦 越畑村同行九人 完形

越畑 越̶仏70 如意輪観世音菩薩 字下串引 延享二天乙丑年七月 奉造立武州比企郡越畑村 一部欠損

越畑 越̶仏71 馬頭観世音菩薩 字富士山、峠 一部欠損。
摩耗。

越畑 越̶仏72 庚申塔 字中串引、峠入口 宝暦十三癸未十一月吉日 越畑村 一部欠損

越畑 越̶仏73 馬頭観世音菩薩 字中串引、峠入口 安永二癸巳年三月吉祥日 武州比企郡越畑村櫛引講中 完形

越畑 越̶仏74 庚申塔 字大木入、尼ケ峠 宝暦九己卯霜月吉日 武州比企郡越畑村 一部欠損

越畑 越̶仏75 如意輪観世音菩薩 字大木入、尼ケ峠 文化元年子十一月吉日 武州比企郡下越畑村講中 一部欠損

越畑 越̶仏76 念仏供養塔 字大木入、尼ケ峠 享和二壬戌歳三月吉祥日 武州比企郡越畑村講中四拾三人杉山二
人

一部欠損

越畑 越̶仏77 馬頭観世音菩薩 字大木入、尼ケ峠 文化五辰年霜月吉日 武州比企郡越畑村下講中 部分

勝田 勝̶仏1 馬頭観世音菩薩 字西新井 慶応三年三月立之 願主　田中立次良 一部欠損

勝田 勝̶仏2 地蔵菩薩 字北之内、滑川河畔 安政三辰年十一月吉日 願主中村善左衛門 一部欠損

勝田 勝̶仏4 庚申塔 字北之内、滑川河畔 貞享二乙丑年三月廿二日 一部欠損

勝田 勝̶仏5 庚申塔 字北之内、滑川河畔 萬延元庚申年十一月吉日 一部欠損

勝田 勝̶仏6 如意輪観世音菩薩 字西新井、堂跡 宝暦十二壬午天四月吉日 武州比企郡勝田村　講中女人 一部欠損

勝田 勝̶仏7 庚申塔 字柳町、滑川町境 宝暦十三年未十一月吉祥日 武州比企郡松山領勝田村講中 一部欠損

勝田 勝̶仏8 地蔵菩薩 字西新井、堂跡 天保十五年申辰十二月廿一日 勝田村中世話人田中三右衛門他 一部欠損

勝田 勝̶仏9 巡拝塔 字前耕地、利根川家 天保十五甲辰星十一月吉日 武蔵國比企郡勝田村田中仙蔵他 一部欠損

勝田 勝̶仏10 庚申塔 字前耕地、グラウンド下 寛政二庚戌霜月吉日 武州比企郡勝田村講中 完形

勝田 勝̶仏11 如意輪観世音菩薩 字前耕地、グラウンド下 文化七庚午十一月吉日 武州比企郡勝田村女人講中 完形

勝田 勝̶仏12 馬頭観世音菩薩 字前耕地、グラウンド下 文化十二乙亥年霜月吉祥日 武州比企郡勝田邨馬持講中 一部欠損

勝田 勝̶仏13 馬頭観世音菩薩 字前耕地、グラウンド下 文久三癸亥歳三月吉日 比企郡勝田村講中 一部欠損

勝田 勝̶仏14 庚申塔 字前耕地、グラウンド入
口

寛政十二庚申八月吉日 全面風化

勝田 勝̶仏15 庚申塔 字前耕地、グラウンド入
口

嘉永元申歳十一月吉辰 武州比企郡勝田村講中 一部欠損

勝田 勝̶仏16 十一面観世音菩薩 字菅原台、正福寺跡 安政六年未二月吉日 武州比企郡勝田村 一部欠損

勝田 勝̶仏17 馬頭観世音菩薩 字菅原台、吉田境 天保十三年寅歳九月吉日 施主　田中勘左衛門 完形

勝田 勝̶仏18 庚申塔 淡州神社 宝暦十二壬午歳十一月吉日 武州比企郡勝田村講中 完形

勝田 勝̶仏19 庚申塔 字花見台、後沼畔 天保拾四癸卯歳二月吉日 當所講中七人 一部欠損

勝田 勝̶仏20 庚申塔 字花見台、後沼畔 寛政四壬子星十一月吉祥日 武州比企郡高倉講中十一人 一部欠損

勝田 勝̶仏21 庚申塔 字花見台、後沼畔 延享三寅歳十一月吉日 高倉村講中 一部欠損

勝田 勝̶仏22 庚申塔 字花見台、後沼畔 享保三年十一月吉日 高倉村講中 一部欠損

勝田 勝̶仏23 庚申塔 字花見台、後沼畔 明和八辛卯天十一月吉日 高倉講中 一部欠損

勝田 勝̶仏24 庚申塔 字花見台、花見堂 安永四乙未十月十九日 武州比企郡高倉村 一部欠損

勝田 勝̶仏25 如意輪観世音菩薩 字花見台、花見堂 文化三丙寅年十二月吉日 武州比企郡勝田村之内高倉講中拾八人
廣谷ヶ戸四人

一部欠損

勝田 勝̶仏26 読誦塔 字花見台、花見堂 ［文］化元甲子星四月日 施主　惣七 上部欠損

勝田 勝̶仏27 地蔵菩薩 字花見台、花見堂 一部欠損

勝田 勝̶仏28 三面馬頭観世音菩薩 字花見台、花見堂 文化十癸酉十一月吉日 武州比企郡勝田村廣野村高倉願主文治
良他

完形

勝田 勝̶仏29 如意輪観世音菩薩 字花見台、花見堂 宝暦五亥三月吉日 武州比企郡勝田邑高倉講中 一部欠損

勝田 勝̶仏30 日本廻国納経塔 字花見台、花見堂裏 弘化四丁未年十二月二十五日 世話人・立会人　豊後　市右衛門他 一部欠損

勝田 勝̶仏31 馬頭観世音菩薩 字花見台、田畑家 ［　］三月吉日 一部欠損。
剥離

勝田 勝̶仏32 地蔵菩薩 字花見台、田畑家 宝永六己丑天十一月三日 武州比企郡高倉村同行十一人 一部欠損

広野 広̶仏1 庚申塔 字広野ヶ谷戸、杉田家 明治廿九申年八月吉日 比企郡大字廣野杉田菊次郎 完形

広野 広̶仏2 馬頭観世音菩薩 字広野ヶ谷戸、杉田家 完形

広野 広̶仏3 牛頭観世音菩薩 字広野ヶ谷戸 昭和廿九年九月建之 施主　杉田高吉 一部欠損

広野 広̶仏4 庚申塔 字広野ヶ谷戸 平成五年八月庚申之日 完形

広野 広̶仏5 庚申塔 字広野ヶ谷戸 一部欠損

広野 広̶仏6 庚申塔 字広野ヶ谷戸 一部欠損

広野 広̶仏7 六地蔵菩薩 字石倉、杉田家墓地 明治廿五年四月廿九日立之 施主　杉田菊次郎 一部欠損

広野 広̶仏8 釈迦如来 字石倉 明治二十九年正月十二日 武州廣野石倉生出店　杉田芳之助 完形

広野 広̶仏9 阿弥陀如来 字石倉 一部欠損

広野 広̶仏10 薬師如来・普賢菩薩 字石倉 完形

広野 広̶仏11 道了大権現 字石倉 明治卅丁酉年十二月吉日 本命菊壽行者　比企郡廣野石倉家 完形

広野 広̶仏12 聖観世音菩薩 字石倉 元誉　ウタ志 完形

広野 広̶仏13 如意輪観世音菩薩 廣正寺 安永二癸巳天十月吉日 武州比企郡同講上中郷　廣野村 一部欠損

広野 広̶仏14 地蔵菩薩 廣正寺 享保四己亥天八月日 廣野村中　願主　圓［　］ 一部欠損

広野 広̶仏15 大黒天 字寺前、宮田家 安政四丁巳年五月吉日 廣野村上［　］ 一部欠損

広野 広̶仏16 牛頭観世音菩薩 字馬場 昭和廾一年十一月廾日 施主　宮田萬造 完形

広野 広̶仏17 庚申塔 字大野田、弁天沼入口 天保十五年太歳在三月吉日 廣野村講中 一部欠損

広野 広̶仏18 馬頭観世音菩薩 字大野田、弁天沼入口 安政四丁巳年五月吉日 當所講中 完形

広野 広̶仏19 庚申塔 字大野田、弁天沼入口 延宝八庚申年十一月五日 武州比企郡廣野村 一部欠損
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広野 広̶仏20 庚申塔 字大野田、弁天沼入口 享保八癸卯年十一月吉祥日 廣野村同行十七人導師同行廣正現化通
岸

一部欠損

広野 広̶仏21 馬頭観世音菩薩 字大野田、弁天沼入口 文政二卯天三月吉日 武州比企郡廣野邑中郷講中拾七人 一部欠損

広野 広̶仏22 庚申塔 字大野田 安永五丙申二月庚申日 武州廣野村中郷講中衆等 完形

広野 広̶仏23 馬頭観世音菩薩 字中郷、路傍 天保二辛卯天二月吉祥日 施主　永嶋甚蔵 一部欠損

広野 広̶仏24 巡拝塔 字中郷、路傍 天保二辛卯天二月吉祥日 施主　永嶋佐文次 一部欠損

広野 広̶仏25 如意輪観世音菩薩 字中郷、宮本家墓地 天保三年辰七月日 完形

広野 広̶仏26 如意輪観世音菩薩 字中郷、宮本家墓地 一部欠損

広野 広̶仏27 地蔵菩薩 字中郷、宮本家墓地 天保三年辰七月日 完形

広野 広̶仏28 地蔵菩薩 字中郷、宮本家墓地 天保七甲年十一月吉日 武州比企郡廣野村中郷　願主　ゆら他 一部欠損

広野 広̶仏29 馬頭観世音菩薩 字中郷、　旧松山道三差
路

文政二卯天四月吉日 施主　永島栄蔵　當所中郷 一部欠損

広野 広̶仏30 弁財天 字中郷、旧松山道三差
路

安政四年星在丁巳五月吉日 廣野村 一部欠損

広野 広̶仏31 庚申塔 八宮神社隣 寛保三癸亥歳十二月吉日 武州比企郡廣野村講中 一部欠損

広野 広̶仏32 庚申塔 八宮神社隣 文化二年丑三月吉日 武州比企郡廣野村講中　中十四人下九
人

一部欠損

広野 広̶仏33̶1 庚申塔 八宮神社 安政第七歳舎庚申春日應需 一部欠損

広野 広̶仏33̶2 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶3 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶4 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶5 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶6 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶7 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶8 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶9 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶10 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶11 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶12 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶13 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶14 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶15 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶16 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶17 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶18 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶19 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶20 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶21 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶22 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶23 庚申塔 八宮神社 安政三辰年建立 完形

広野 広̶仏33̶24 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶25 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶26 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶27 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶28 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶29 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶30 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶31 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶32 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶33 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶34 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶35 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶36 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶37 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶38 庚申塔 八宮神社 嘉永元戊申年建立 完形

広野 広̶仏33̶39 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶40 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶41 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶42 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶43 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶44 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶45 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶46 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶47 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶48 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶49 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶50 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶51 庚申塔 八宮神社 部分

広野 広̶仏33̶52̶1 庚申塔 八宮神社 部分
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広野 広̶仏33̶52̶2 庚申塔 八宮神社 部分

広野 広̶仏33̶53̶1 庚申塔 八宮神社 弘化四年丁未年建立 部分

広野 広̶仏33̶53̶2 庚申塔 八宮神社 弘化四年丁未年建立 上部欠損

広野 広̶仏33̶54 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶55 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶56 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶57 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶58 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶59 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶60 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶61 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶62 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶63 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶64 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶65 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶66 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶67 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶68 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶69 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶70 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶71 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶72 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶73 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶74 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶75 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶76 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶77 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶78 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶79 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶80 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶81 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶82 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶83 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶84 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶85 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶86 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶87 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶88 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶89 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶90 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶91 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶92 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶93 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶94 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶95 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶96 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶97 庚申塔 八宮神社 一部欠損

広野 広̶仏33̶98 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶99 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏33̶100 庚申塔 八宮神社 完形

広野 広̶仏34 庚申塔 八宮神社 明治二十四年九月日 大字高谷　願主　岡部繁善 完形

広野 広̶仏35 地蔵菩薩 八宮神社入口 享保四亥四月吉日 広野村中　施主　　［　］男女 一部欠損

広野 広̶仏36 地蔵菩薩 八宮神社入口 昭和五十八年七月再建立（吉
日）

一部欠損

広野 広̶仏37 三面馬頭観世音菩薩 八宮神社入口 部分

広野 広̶仏38 台石 八宮神社入口 安永十辛丑年二月大吉日 廣野村中・下講中 部分

広野 広̶仏39 如意輪観世音菩薩 字下郷 天保十二丑年十一月吉日 廣野村下郷講中世話人　権田佐代吉 一部欠損

広野 広̶仏40 如意輪観世音菩薩 字下郷 宝暦五乙亥天三月二十二日 武州比企郡松山領廣野村同行三十六人 一部欠損

広野 広̶仏41 地蔵菩薩 字下郷 嘉永七寅年十一月吉日 比企郡廣野村女人講中 一部欠損

広野 広̶仏42 馬頭観世音菩薩 字下郷・扇谷境 昭和二十七年四月五日建之 施主　栗原爲四郎 一部欠損

広野 広̶仏43 馬頭観世音菩薩 字下郷、権田家 明治廿四年一月 一部欠損

広野 広̶仏44 鬼子母神 字下郷、権田家 明治廿四年一月 一部欠損

広野 広̶仏45 不動明王 字下郷、権田家 天保四巳十一月吉日 完形

広野 広̶仏46 馬頭観世音菩薩 字大下、庚申群 天保十己亥年十一月 武州比企郡廣野村下郷講中 完形

広野 広̶仏47 庚申塔 字大下、庚申群 享保十五戌年二月二十五日 完形

広野 広̶仏48 庚申塔 字大下、庚申群 貞享二年丑四月吉日 武州比企郡松山領廣野村 一部欠損

広野 広̶仏49 庚申塔 字大下、庚申群 寛保四甲子年二月吉日 武州比企郡松山領廣野村同行二十八人 完形
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広野 広̶仏50 庚申塔 字大下、庚申群 嘉永二己酉歳霜月吉辰 比企郡廣野邑下郷講中 完形

広野 広̶仏51 庚申塔 字大下、庚申群 安永二歳癸巳三月日 廣野村下郷講中 一部欠損

広野 広̶仏52 庚申塔 字大下、庚申群 文政六癸未三月吉日 武州比企郡松山領下廣野村江講中 完形

広野 広̶仏53 馬頭観世音菩薩 字大下、太郎丸境 昭和六年一月三十日 権田金三 一部欠損

広野 広̶仏54 馬頭観世音菩薩 字下広地（飛地）、田村
家

明治十一寅年四月吉日 願主　田村源五郎 一部欠損

広野 広̶仏55 結界石 廣正寺 不明 一部欠損

広野 広̶仏56 六地蔵菩薩 字六丁　、内田家墓地 昭和二十八年春彼岸 内田美津 完形

杉山 杉̶仏1 地蔵菩薩 字打越、久保家 昭和五十六年三月二十九日 施主　久保茂男 完形

杉山 杉̶仏2 地蔵菩薩 字杢ノ入 寛政五年龍癸丑春三月吉日 願主　阿部氏いよ　施主　阿部恒治郎 完形

杉山 杉̶仏3 庚申塔 字谷ツ 慶應二寅年建之 願主　金子一家中 完形

杉山 杉̶仏4 庚申塔 字谷ツ 慶應二寅年建之 願主　金子一家中 完形

杉山 杉̶仏5 庚申塔 字谷ツ 慶應二寅年建之 願主　金子一家中 完形

杉山 杉̶仏6 如意輪観世音菩薩 字清明、金子家墓地 文化四丁卯年三月吉日 世話人　金子喜四郎　武州比企郡杉山村
善女講中十六人

一部欠損

杉山 杉̶仏7 地蔵菩薩 字清明、金子家墓地 文化四卯年三月吉祥日 金子喜四郎治秀 完形

杉山 杉̶仏8 題目塔 字清明、金子家墓地 明治二十五年八月十一日 施主　金子松五郎 完形

杉山 杉̶仏9 鶏愛観世音菩薩 字清明、セイメイファー
ム

セイメイファーム　嶋田匡武 完形

杉山 杉̶仏10 水天 字明神前 安永八己亥年十一月吉祥日 杉山村講中二十二軒 完形

杉山 杉̶仏11 馬頭観世音菩薩 字谷ツ前、杉山城跡入
口

慶應三年丁卯春二月吉日 願主　初鳫氏 一部欠損

杉山 杉̶仏12 庚申塔 字谷ツ前、杉山城跡入
口

延享四丁卯天四月吉祥日 武州比企郡杉山村講中二十二人 一部欠損

杉山 杉̶仏13 庚申塔 字谷ツ前、杉山城跡入
口

弘化五年星■戊申二月吉日 武州比企郡杉山村講中拾二人 一部欠損

杉山 杉̶仏14 馬頭観世音菩薩 字谷ツ前、杉山城跡入
口

文化十二乙亥年二月吉祥日 當所講中 完形

杉山 杉̶仏15 庚申塔 字谷ツ前、杉山城跡入
口

嘉永六年星癸丑三月吉日 當所講中 一部欠損

杉山 杉̶仏16 六十六部納経塔 字谷ツ前 宝暦十一辛巳天二月吉日年 武州杉山村願主全榮 一部欠損

杉山 杉̶仏17 庚申塔 字谷ツ前 ［弘化］四年歳在丁未春二月吉
祥日

武州比企郡杉山村講中女三人 一部欠損

杉山 杉̶仏18 庚申塔 字谷ツ前 貞享二乙丑年二月吉日 武州比企郡施主　杉山村大教院興圓他 一部欠損

杉山 杉̶仏19 庚申塔 字谷ツ前 正徳六年丙申二月吉日敬白 武州比企郡杉山村同行十七人 一部欠損

杉山 杉̶仏20 庚申塔 字谷ツ前 元禄二己巳年二月吉日 武州比企郡杉山村同行男女六人同行女
六人

一部欠損

杉山 杉̶仏21 庚申塔 字谷ツ前 文化二乙丑年四月 武州比企郡杉山村講中九人 一部欠損

杉山 杉̶仏22 馬頭観世音菩薩 字谷ツ前 文化十二乙亥年四月吉祥日 初鳫長次郎他九名 一部欠損

杉山 杉̶仏23 三面馬頭観世音菩薩 字谷ツ前 安永三甲午天正月吉祥日 武州比企郡杉山村講中 一部欠損

杉山 杉̶仏24 地蔵菩薩 字谷ツ前 志之村　杉山村、廣野村、太郎丸村、志
賀村、中爪村　願主　即誉体心、妙休法
尼

一部欠損

杉山 杉̶仏25 如意輪観世音菩薩 字谷ツ前、牛ヶ沢 文化八辛未年霜月吉祥日 武州比企郡杉山村　施主　早川氏　もと 完形

杉山 杉̶仏26 地蔵菩薩 字谷ツ前、牛ヶ沢 文化八辛未年春三月吉祥日 武州比企郡杉山村　願主　早川平兵衛 一部欠損

杉山 杉̶仏27 馬頭観世音菩薩 字谷ツ前 昭和三十一年一月吉日 施主　早川家千代 一部欠損

杉山 杉̶仏28 地蔵菩薩 字谷ツ前 昭和十五年三月吉日 施主　早川氏 一部欠損

杉山 杉̶仏29 聖観世音菩薩 字豊岡、早川家墓地 一部欠損

杉山 杉̶仏30 名号塔 字豊岡、早川家墓地 □和元年□月日 為真［　］ 上部欠損

杉山 杉̶仏31 庚申塔 字稲笠、金子家 一部欠損

杉山 杉̶仏32 庚申塔 字稲笠、金子家 延享二乙丑十二月吉日 武州比企郡杉山村同行十三人 一部欠損

杉山 杉̶仏33 地蔵尊台石 字豊岡、蔵身庵跡 寛政九丁巳歳四月吉日 弘願主　祖猛尼、貞宗尼、實幢代　蔵身
庵主

部分

杉山 杉̶仏34 地蔵尊台石 字豊岡、蔵身庵跡 不明（寛政九年か？） 武州比企郡杉山村蔵身庵主實幢代　弘
願主　貞宗尼、祖猛尼

部分

杉山 杉̶仏35 読誦塔 字豊岡、蔵身庵跡 維時享和元辛酉年七月日洛日 武州比企郡杉山村蔵身庵實憧代 一部欠損

杉山 杉̶仏36 大乗妙典読誦塔 字豊岡、蔵身庵跡 嘉永二己酉年従初四月至閏四
月

武州比企郡杉山村蔵身庵 一部欠損

杉山 杉̶仏37 名号塔 字豊岡、蔵身庵跡 部分

杉山 杉̶仏38 庚申塔 字上城ヶ谷戸 文政第十穐龍集　丁亥，未明望
月

武州比企郡杉山村講中拾五人 完形

杉山 杉̶仏39 題目塔 字上城ヶ谷戸 維時大正十辛酉歳秋日 賛同者多数 完形

杉山 杉̶仏40 庚申塔 積善寺 正徳四甲午天三月吉日 武州比企郡杉山村施主十七人 一部欠損

杉山 杉̶仏41 地蔵菩薩 積善寺 享保五庚子年二月吉日 施主杉山村 完形

杉山 杉̶仏42 地蔵菩薩 積善寺 天明元辛丑天五月 施主　藤野 首欠落

杉山 杉̶仏43 庚申塔 積善寺入口 寛政十二庚申歳冬霜月吉日 武州比企郡杉山村講中 一部欠損

杉山 杉̶仏44 庚申塔 積善寺入口 一部欠損

杉山 杉̶仏45 庚申塔 積善寺入口 元文五庚申年十一月吉日 武州比企郡杉山村講中十人 一部欠損

杉山 杉̶仏46 庚申塔 積善寺入口 安永四乙未歳四月吉祥日 武州比企郡杉山村講中 一部欠損

杉山 杉̶仏47 納経塔 積善寺墓地 明治三十年春彼岸之日 願主　卍□純衛 一部欠損

杉山 杉̶仏48 地蔵菩薩 字雁城、初雁家墓地 寛永四丁卯天八月吉日 施主　杉山村おつう 一部欠損

杉山 杉̶仏49 念仏供養塔 字雁城 文政四辛巳天二月吉日 講中　良山他 完形
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杉山 杉̶仏50 馬頭観世音菩薩 字雁城、初雁家墓地 維時明治己巳（二年）龍集三月
吉祥日

願主　初雁京之輔 完形

杉山 杉̶仏51 不動明王 字雁城、初雁家墓地 完形

杉山 杉̶仏52 地蔵菩薩 字雁城 元文二丁巳十一月吉日 杉山村施主初雁清右衛門 一部欠損

杉山 杉̶仏53 金光明最勝王経読誦塔 字薬之峰、薬師堂 天保二辛卯年八月社日 發願主　法印有慶他 部分

杉山 杉̶仏54 宝塔 字薬之峰、薬師堂 明和五戊子天夏首大吉祥日 比企郡杉山村　願主　法印全廓　読誦講
中甲子待二十二人

一部欠損

杉山 杉̶仏55 地蔵菩薩 字薬之峰、薬師堂 宝暦八戊寅天三月日 杉山村七十人、広野村八人、志賀村二人 一部欠損

杉山 杉̶仏56 読誦塔 字薬之峰、薬師堂境内 維時寛政三辛亥歳二月涅槃日 杉山邑善男女二十七人、廣野邑永嶋氏
妻ヤス

完形

杉山 杉̶仏57 地蔵菩薩 字薬之峰 平成五年七月 内田敬 完形

杉山 杉̶仏58 如意輪観世音菩薩 字表猿外戸 文政元戊寅歳冬霜月吉祥日 武州比企郡杉山村講中二十人 一部欠損

杉山 杉̶仏59 (地蔵菩薩) 字表猿外戸 部分

杉山 杉̶仏60 馬頭観世音菩薩 字表猿外戸 昭和十六年五月建 内田金太郎、仝武市 一部欠損

杉山 杉̶仏61 六地蔵菩薩 字川袋、観音堂墓地 昭和十五年三月吉日 施主　水島とく 完形

杉山 杉̶仏62 庚申塔 字川袋、観音堂入口 宝暦三癸酉天三月吉日 武州比企郡杉山村施主川袋講中 完形

杉山 杉̶仏63 庚申塔 字川袋、観音堂入口 安永二癸巳歳十一月吉祥日 武州比企郡杉山村川袋講中 上部欠損

杉山 杉̶仏64 馬頭観世音菩薩 字川袋、市野川河畔 文政二己卯年八月吉祥日 武州比企郡杉［山村　］、川袋講［中］ 上部欠損

杉山 杉̶仏65 庚申塔 字川袋、観音堂入口 天保七丙申歳十一月吉祥日 武州比企郡杉山村川袋講中 完形

杉山 杉̶仏66 九頭竜 字川袋、市野川河畔 弘化三丙年午四月吉日 　 一部欠損

杉山 杉̶仏67 六地蔵菩薩 字川袋、観音堂墓地 大正八年二月吉日 施主　沢田六左衛門 一部欠損

杉山 杉̶仏68 六地蔵菩薩 字川袋、観音堂墓地 大正十一年三月彼岸建之 施主　内田源吉 一部欠損

杉山 杉̶仏69 六地蔵菩薩 字川袋、観音堂墓地 昭和十四年九月 施主　水嶋みち 一部欠損

杉山 杉̶仏70 六地蔵菩薩 川袋墓地内 昭和二十九年三月建 一部欠損

杉山 杉̶仏71 巡拝塔 川袋墓地内 寛政二戌年二月吉祥日 武州比企郡杉山村施主　水嶋藤七 一部欠損

杉山 杉̶仏72 六十六部廻国納経塔 川袋墓地内 文政十一年子九月吉日 施主諸國同行中世話人伊豫忠兵エ他 一部欠損

杉山 杉̶仏73 如意輪観世音菩薩 字川袋、観音堂墓地 一部欠損

杉山 杉̶仏74 地蔵菩薩 字川袋、観音堂墓地 完形

杉山 杉̶仏75 庚申塔 字関口 昭和四年八月吉日 金子音作 完形

杉山 杉̶仏76 九頭竜大権現 字関口、市野川河畔 享和元年辛酉三月之吉 武州比企郡杉山村講中八人 一部欠損

杉山 杉̶仏77 馬頭観世音菩薩 字表猿外戸、市野川河
畔

安永二年巳十一月吉日 比企郡杉山村施主　水嶋弥七 一部欠損

杉山 杉̶仏78 馬頭観世音菩薩 字表猿外戸、市野川河
畔

文化十二亥年十一月吉祥日 施主　弥三良 部分

杉山 杉̶仏79 馬頭観世音菩薩 字表猿外戸、市野川河
畔

嘉永五歳舎壬子十一月吉日立
之

完形

杉山 杉̶仏80 九頭竜大神 字表猿外戸、市野川河
畔

明治辛未十一月 願主　新井氏 完形

杉山 杉̶仏81 名号塔 字関口、若野家墓地 明治十年十一月下旬 施主　若野夛右エ門 一部欠損

太郎丸 太̶仏1 馬頭観世音菩薩 字戌 明治四十四年正月十九日立之 中村氏 一部欠損

太郎丸 太̶仏2 馬頭観世音菩薩 字子 昭和廿四年一月吉日建之 田幡氏 完形

太郎丸 太̶仏3 庚申塔 淡洲神社東側 寛政六甲寅十一月吉日 武州比企郡太良丸村講中 一部欠損

太郎丸 太̶仏4 庚申塔 淡洲神社東側 文久二壬戌年十一月殻旦 武州比企郡太郎丸村　世話人田幡宗順、
田幡文五郎他

一部欠損

太郎丸 太̶仏5 庚申塔 淡洲神社東側 文政十三年庚寅十一月吉日 武州比企郡太郎丸村講中 一部欠損

太郎丸 太̶仏6 庚申塔 淡洲神社東側 大正十一年九月立之 願主　中村氏 完形

太郎丸 太̶仏7 馬頭観世音菩薩 字子、大沢家 文久元年辛酉九月日 大沢善兵衛 一部欠損

太郎丸 太̶仏8 庚申塔 字子、内田家 萬延元庚申年十一月吉日 頼人　大澤佐［　］ 一部欠損

太郎丸 太̶仏9 庚申塔 御堂山 元録十六癸未天十一月吉日 武州比金之郡太郎丸村同行二拾人　欣
西、悠正

完形

太郎丸 太̶仏10 庚申塔 御堂山 享保十五庚戌十月吉日 施主武州比企郡太郎丸村中 一部欠損

太郎丸 太̶仏11 庚申塔 御堂山 明和四丁亥天十月吉祥日 太郎丸邑 一部欠損

太郎丸 太̶仏12 三面馬頭観世音菩薩 御堂山 享和四甲子二月吉日 武州比企郡太郎丸村講中 一部欠損

太郎丸 太̶仏13 地蔵菩薩 御堂山 享保四亥四月吉日 太郎丸村中 一部欠損

太郎丸 太̶仏14 如意輪観世音菩薩 御堂山 明和五戊子四月吉祥日 武州比企郡太郎丸村當所村中 完形

太郎丸 太̶仏15 名号塔 字午、大沢家墓地 寛文八戊申八月廿二日　　延宝
三卯十二月十三日

武州比企郡太郎丸村　施主大沢氏中 完形
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